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ＤＰＩ日本会議横浜大会に参加して

たねや 木原 悟志

去る６月１日〜２日に横浜で行われた、DPI日本会議に参加してきました。
今回のメインテーマは障害者権利条約パラレルレポート、第４次障害者基本計画でした。
①雇用・労働・所得保障の部会で、就労の形の中で就

本当の意味で解ってないから、言葉では「こころや物理

労・社会的就労・第３の就労がとりあげられた。

的な障壁をなくす！」というが

社会的企業・社会的雇用についてはモデル事業とし

こんなことを言ったら身体・聾・盲の方々に失礼だが、

て提言していきたいと言っている。

知的の僕には正直何がつらいかがわかりません。なの

ライフと共同連の考えに追いついたか？

で、この研修は参加したいと思った。我妻さんぜひ、DPI
北海道でもやってください。

②交通・まちづくりの部会でバリアフリー障害当事者
リーダー養成研修やバリアフリー研修を全国各地で開

③権利擁護部会からは障害者基本法の見直し、2011年

催、2020オリパラに向けて講師の養成をしている。

に施行され、３年後の見直しがまだされていない。10月

この話を聞いて速攻参加したいと思った。交通・バリ

の臨時国会法案提出を目標にしている。８月から10月に

アフリーのことだが僕自身バリアフリーがなんなのかが

全国５ヶ所北海道・熊本・愛知・大阪・東京でタウンミー
ティングを開催。地方議会からの意見書等、地域にそく
した幅広い活動を行っていく。
この話を聞いて改めて思ったのは、障害者権利条約
パラレルレポート、障害者基本法の見直し、やっぱりこの
２つの条約と法案は大事だと思いました。普段あたりま
えに使っている総合支援法（ヘルパー等）就労継続型や
生活介護型等その他にも沢山の障害者関連の法律があ
りますが、全てがこの障害者基本法に付随するものだと
初めて知りました。
だから障害者基本法の見直しをしっかりとしないと使
いづらくなるかな？と思いました。

２日目の全大会では障害者基本法改正についてでした。
内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付障害者施策担当参事官寺本琢哉さんが改正の経緯を説明してくれた。
昭和45年 心身障害者対策基本法成立：身体障害者、知的障害者を想定していた。
（ この時点では精神障害者は想
定していなかった。）当時は障害者を対象としたものがなかったので、画期的だった。
平成５年 心身障害者対策基本法が障害者基本法に改正：この時心身障害者を障害者に改め精神障害者も法の対象で
あることを明確化。
同時に障害者の日、
障害者白書の新設、
心身障害者対策協議会を障害者施策推進協議会に名称変更
平成16年 改正直近の平成15年に支援費制度が措置から契約へ：サービスを自主的に皆様達が選択出来るという
大きな流れがあって改正が行われた。
「 差別の禁止」等に関する基本的理念の新設：基本的理念として、
「 何人も、障
害者に対して、障害を理由として、差別その他権利利益を侵害する行為をしてはならない」旨を追加
平成23年 障害者権利条約の批准に向けた改正：目的の中に共生社会の理念が基本法の中に初めてもりこまれた。
障害者定義の改正「障害がある者であって継続的に社会的障壁により日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける
状態にあるもの」
ずっと法律のことを書いてきてキハラの意見はないのかと皆さん思うでしょうが、僕が知らなくて重要と思ったもの
を今回書きましたのでご容赦ください。最後まで読んでくれてありがとうございます。

２
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みんな人間！
だから「性」の問題も避けないで考えたい

友達や恋人や夫婦であっても、
人と付き合うのに大切な事は「思

ことも少なくありません。

石澤 利巳

ら」ということを話しました。この

私は 、人が誰かに好意をもち 、

発言には偏見があります。

いやり 」です 。最 近アスリートが

デートや仲良く付き合うことは大

「相手をリスペクトする」という言葉

賛 成 で す 。お互いが 認 めあえば

影響したからといって何が問題な

を発します。
「 闘う相手に尊敬・尊

セックスもありと思っています。で

んだろう。そのスタッフの偏見によ

重・敬意をもつ」という意味です。

もその前に、避妊方法や伝染病等

るものでしかありません。異性に興

「リスペクト」がなければ、いま問題

の知識や情報、そしてなにより一

味を持つことの否定は優生保護法

となっている日大アメフトの悪質

番大切な相手に対する「思いやり」

の強制不妊に通じることです。そ

なタックル行為のようになってしま

の気持ちを持って接することです。

れより「興味を持つことは自然なこ

います。それはスポーツではなく暴

そして「嫌といえる関係」、
「 相手を

とだよ」と伝えるほうがよっぽど必

力行為です。

思いやる気持ち」がなければ、セク

要だったと思うのです。

影響するもしないも分からない、

そんな事は、日常の人間関係で

ハラにも強姦にもなりうる事を上

も起きています。独りよがりの行為

手く伝えていくことが重要だと感じ

親だけに限らず社会全体にあると

もハラスメント（嫌がらせ）になる

ています。

思います。

でもこの偏見は今なお根強く、

ことがあります。施設なんかで虐待

長年障害者の性はタブー視され

事実、性のトラブルは一度起きる

が起きた場合「その人のためにと

てきた傾向があります。今問題と

と大きなダメージを残します。しか

思って」という言い訳をよく聴きま

なっている「旧優生保護法」に基づ

し解決策があるとも思えません。た

す。また、セクハラ（性的嫌がらせ・

く強制不妊手術は、まさに障害者

だ、そのダメージをしっかり受け止

言動）をやった側からは、
「 親しみ

の性も生も否定したものと思いま

めフォローしていくこと。そしてそ

でやった」
「 愛嬌」
「 場を和ませる」

す。

の都度、もう被害に逢わない、もう

「相手も同意していた」等など、身

家 族 からす れ ば「 うちの 子 に

勝手な言い訳が出てきます。これ

限って」と思っているかもしれませ

えていくしかないように思います。

には、
「 思いやり」も「リスペクト」

ん。でも、ライフに来ている人たち

社会に生きることは楽しい事も辛

もありません。

はみんな大人です。当然、性に対す

いことも含めてですから、この課題

る欲求も関心もあります。

も避けて通らないとボクらは決め

ライフの中でもセクハラや性に
関するトラブルが起きています。し

20年近く前、オーストラリアの障

かし、当事者からの「告発」や「相

害者団体を招いたことがあります。

談」がなければ、セクハラもトラブ

その中に若い女性が介助者として

ルも分かりづらい。

同行していました。彼女はいわゆる

当事者に知的障害がある場合、

ています。
（2018.6.6）

「ヘソだしルック」でした。若い人た

半強制的な関係も多く 、
「 怖いか

ちはドキドキしていたかもしれませ

ら」
「 誰かに言うと嫌われるから」

ん 。そうでなかったかもしれませ

と独りで悩んでいます。また、お互

ん。そのときライフの女性スタッフ

いに好意をもって性の関係を持っ

が彼女に「ヘソが見えないようにし

たとしても、避妊などの知識がない

てください。みんなに影響するか
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特 集

大事にしよう！「わたし」と「あなた」
／性と人との関係性を学ぶ

坂本 倫子

写真右
去る５月18日（金）、
「大事にしよう！わたしとあなた」と

ただその想いがいきすぎて大切なはずの相手を自分だ

いうタイトルで約70名のライフや関係団体の皆さんと一

けのものだと思い込みすぎたり、思い通りに支配したりし

緒に「性」についての勉強会を開催しました。

ようとすると暴力へつながっていくことがあります。知的

「性」といっても色々な話があると思いますが、男女の

障害をもっている方の中には、されるがままに性的な暴力

体の仕組みから細かく〜といった内容ではなく妊娠や避

を受けている人もたくさんいます。本当は嫌なのに暴力や

妊、性感染症、デートDVについて西保健センターの保健

暴言に怯え、嫌だと言えずに被害にあっている人もたくさ

師さんにご協力いただき話をしていただきました。誰かを

んいます。これは障害があるなし関係なくすべての人に共

好きなることは障害があってもなくてもとても素敵なこと

通することです。このようなことは犯罪にもつながりかね

ですが、もしかしたら相手を傷つけたり自分が傷ついて

ないということ、他人事ではなく自分や相手の体や心を

いることもあるかもしれません。

大切にしていくことを考えていくことは、とても大事なこと

セックスがダメだとか、誰かとお付き合いするのがダメ

4

保健師 長井氏

だと思います。

だとかという話ではなく、それに伴うリスクや病気などを

今回の研修で内容がちょっと難しく感じる人もいたか

知ることも大切なことです。デートDV（ドメスティック・バ

と思います。どんなことをどのようにみんなに伝えていく

イオレンス）に関しては、大好きな人との間に暴力（精神

ともっと良いのか、また学んだことをどのように他の人に

的暴力・肉体的暴力・金銭的暴力など）が存在するウソの

伝えれば良いのかという課題もできました。伝えたいこ

ような話ですが、実は誰にでも起こりうることです。好き

と、みんなで学びたいことがたくさんあります。

な人と一緒にいたい・手をつなぎたい・キスをしたい・抱き

今後も定期的にこのような勉強会を開催していけたら

しめたいなどの感情は誰かを好きになると芽生える普通

と良いと思っています。ご参加いただきました、たくさん

の感情です。

の皆様ありがとうございました。
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Everyone Impression

たねや

小山

譲

たねや

酒井 めぐみ

みんなの感想

ひだまり

熊谷

新

５月18日に「性」の研修会がありました。

知的障害の方が性的な知識の無いまま

初めて集会に参加しましたが、特に性欲

研修の主な話はセックス、性病の事で、

の恋愛をすることが心配だった。どのよ

がとても気になってしまいました。あま

それの予防法や治療法がメインで大き

うに伝えれば彼女達に伝わるか、性行

り知らないことばかりで保健師さんの

く「予防法はセックスしないこと」と出

為に対して恐怖心を与えるだけになら

お話しを聞きながら、沢山勉強させて

ており、確かにその通りなのですが、異

ないか？など考えていた。望まない妊娠

頂き、非常に興味深い時間でした。また

性がお互いを好きになり、キスしたい！

の心配や、男性側の苦悩も浮かんでき

企画してほしいです。

デートしたい！と思うことは普通の事で

た。知的障害者の性とどのように向き合

素晴らしいことです。でもその中で気を

うか、性への関心や行動は人としてとて

ひだまり

つけなきゃいけないことが…という方向

も重要な事となり、避けてはならないこ

性で話してほしかったと思いました。聞

とだ。性教育により正しい性への知識

一度は聞かなければならない大事な話

く人によって、少し難しい話の部分は

や行動方法を支援者も学ばなくてはい

あったと思いますが、セックスは危険な

けない。性への関心だけでなく、人を好

ものとして聞こえていたら悲しいなと感

きになった場合にどの様な行動を取れ

じました 。また 機 会 があ れ ば 、もう

ばよいのかといったことも一緒に考えて

ちょっと内容を踏み込んだ話をしてくれ

いきたいと感じた。

小田島 智一

今回の勉強会の内容は、私の年齢に

だったと思います。遠い昔に男女に別れ
て保健の授業を受けたことを思い出し
ました。次回からは講義形式ではなく、
もう少し踏み込んで、男女の性の違いや
人を思う事、恋する事等について、皆が
参加できるディスカッションのような話

たらと思いました。

元気ジョブ

小野寺 恵

し合う場を作ってはいかがでしょうか？

きばりや

加藤 信一

きばりや

５月18日に行われた講演で「性」
「SEX」

真光 和徳

大好きな人と一緒にいるにも関わらず、

とっては今更という気がしましたが改め

「性感染症」などについては、なかなか

相手の心や体を傷つけることをデートＤ

て考えると、SEXをする事は人間生きて

話題にしないという傾向があると思い

Ｖという話がありました。障害があって

いく上で避けられない事です。また、自

ますが、とても大切なことです。その基

も、なくても誰かを好きになることはあ

然の摂理でもあります。一番大切な事

礎的な知識があるだけでも、間違えた

るので、気をつけなければならないと感

は快楽だけを求めるのではなく、その

行為に及ばないと思います。またDV（性

じました。
その後、
ＤＶＤを見て妊娠や感

後先に何があるのかどんな事が発生す

的な暴力）も知らないうちに行ってしま

染症などの映像があり、色々と勉強に

るのか考える事が出来るかです。若い

う恐れもあります。たくさんの人が集

なって、
参加して良かったと思います。

時はどうしても快楽を優先してしまいが

まって「一緒に考える」とてもよい機会

ちですが、若い方にとって、今回の勉強

だったと思います。簡単にですが感想を

会は、生きていく上でよい勉強になった

箇条書きでまとめます。
・男尊女卑の風

のではないでしょうか。性病は治ります

潮がまだのこっている社会なのでお互

が、中絶は一人の命をこの世から抹殺す

いの理解を深める・お互いに相手が嬉

るのです。欲望を抑える事も生きていく

しいと思う事を意識する・好きな人を応

上で必要な事ではないでしょうか。

援してあげたい・お互いがあまり我慢を
しないことが大切普段あまり考える事
がないので改めて気づくことがたくさん
ありました。
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Everyone Impression

発寒工房

みんなの感想

大井 敏彦

発寒工房

斎藤 洋平

発寒工房

西田 大作

５月18日に西区民センターで行われた

５月18日、性についての勉強会に出席し

愛する気持ちがいつの間にか支配する

「大事にしよう、わたしとあなた」に参加

ました。HIV・エイズといった感染症の名

気持ちに変わり、その人の自由を奪う行

した。このような勉強会は高校時代に

称。ウイルス・病気の違い。自覚症状な

動につながり、人の心に傷を負わせてし

授業の一つとして聞いたが、その時と今

ど保健師の方からの説明を聞き理解を

まう怖さを感じました。これは恋愛に関

のとらえ方は基本的に変わっていない

深めることができてよかったです。ま

してだけではなく、パワーハラスメント

が学生時代とは多少違っていたように

た、それと同時にDVについてのお話も

など、働く場の中でもあり得ることだと

思う。その時は障害者ではなかったし、

ありました。殴る・叩く・蹴るといった身

肝に銘じました。また現場のリーダーと

あまり深く考えてはいなかった。社会人

体的な暴力、相手に対し傷つく発言を

して共に働く仲間の困りごとや、人には

になってからは恋人もできたので前より

する精神的な暴力、束縛による制限と

言えない事柄をどのように救い上げて

は相手の事も思うようになったがその

いった社会的な暴力。そうした五つの事

いけばいいのか、人に対しての好意のく

恋人とは別れてしまった。その恋人は知

例がありました（身体・精神・社会・経

ばりかた、または好意の受け取り方をど

的障害だったが今では僕も障害は違う

済・性）。一種の起点からパートナーとの

のように一緒に考えていけばいいのか、

が障害者になったのでその気持ちはわ

溝を深めてしまう点。資料で紹介された

これからも障害のある者だけではな

かるが、彼女も大変だったと思うように

支配する・されるサイクル。当事者の価

く、そこに関わるスタッフの中でも学ん

なった。他の事はともかくデートDVはよ

値観の違い。DVの本質やそれに対する

でいく必要がある。

く知らなかったので勉強になった。これ

支援、第三者としての立場など勉強会を

からの勉強会に参加できたら恋愛の事

通じて問題を考えることができたと思

もとり上げてほしいと思う。

います。

発寒工房

リユースプラザ

関

隆広

今野 美志

もじや

星

力雄

ともだちとしごとなかまときょうりょく

はじめて学習会にさんかしました。自分

今回の様なセミナーは今後定期的に開

や、やさしみがひつようだとおもいまし

は、エイズはかんせんするという話しを

催されたら良いと思います。性に関する

た。おたがいに休みや、ひまなときに食

聞いたことがあります。自分にとって、い

事はほとんどの方が興味あると思いま

事やえいがにさそいたいです。デート

ろいろとべんきょうになりました。

すがリスク（そのことによって起きる問

についてはおたがいにさそうきもち

題点）はあまり考えないと思います、こ

と、ジュースでもあげるきもちがひつよ

もじや

鈴木 麻依

うだとおもいました。

写真やビデオで見ながらとても貴重で

て聞けず、本人が悩み苦しんでから明ら

素晴らしい内容でした。性から来る病

かになることが多いので、ましてや今回

気のお話やそれが次第に拡大しそれが

時間を割いた性の病気も起こることも

徐々に感染していくと、どの様なことに

あり、かつ取り返しのつかない事にもな

なっていくのか、それに伴うリスクの重

りかねないので、事前に知っておく事で

さ『自分だけではなく他人の人生をも左

問題が大きくなる前に未然に防げると

右するのだ』ということを感じました。

思います、それらを踏まえると今回のセ

のような問題は他の人には恥ずかしく

『性にも様々な病気が存在するとは思

ミナー開催は大変役に立ったのではな

いもしませんでした』それが様々な人達

いかと思います。今回配布された陸前

に感染しそれは時として自分や他人の

高田市の資料も大変わかりやすいの

運命を変えてしまうということを初めて

で、他の機会でこれにもとづいてやられ

知りました。

るのも良いのかなと思いました。

陸前高田市の資料を使わせていただきました

６
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心の声を伝えたい
こころや

じょん

程

うるく

乙九

勉強会の会場に大勢の人が集
まってわいわいと騒いで盛り上がっ
ているように見えました 。皆さん
「性に関する勉強会」で何か新しい

じる性というものは怖い物または一

力の被害にとっても敏感な立場に

情報を求めているようにも感じまし

歩間違ったら被疑者になり得る面

置かれています。四つ、性の主体性

た。その際に自分の関心は講義の

倒なことだと思われてしまうじゃな

または性の自己決定権の側面で考

内容より障害と性をどういう風に結

いかと気になりました。しかし、アン

えることがある。要は意思決定と一

び付けるか隣のＧさんを見守りなが

ケートの結果を見てそれは杞憂に

脈相通する。一例を広げると発達

ら頭を悩ませていました。あまり深

過ぎなかったことがわかりました。

障害を持っている女性が性的暴力

く考えたことも無いことなので脳み

皆さんは中身についての満足度は

受けた場合を仮定して見る。この場

そはボーっとするだけで働いてい

高かったようでこのような場を興味

合は被害者が持っている障害で抵

ないように感じていました。そのう

深くまた望んでいました。

抗が不可能だったと被害者を擁護

ちに、27歳の時、ソウルの障害者施

するとすれば障害者の自己決定権

設でボランティアをするとき出会っ

少し話がずれるかも知れません

た一人の女性が浮かびました。彼女

が、この場をきっかけに障害と性を

は脳性麻痺の障害を持って20代初

考えるとき注意するところを考えて

めに健常者の男性と出会って結婚、

見ました。一つ、障害の性は個々の

最後にドキュメンタリー映画「ピ

そして可愛くて恋しい娘を授かりま

ケースで理解しようとすること。例

ンクパレス」日本には探しても見つ

した。彼女の仕事は当時から今も

えば身体障害、重度障害、発達障

けられなかったですが、出演者の一

疎外されている障害者の性につい

害、男性、女性など様々な状態が異

人は「障害者の性は社会から離れ

て社会に訴えて公論化する活動を

なるからです。二つ、性においても

ているかも知りませんが、性に対し

しています。参考に彼女が言うのは

ノーマライゼーションの精神を受け

て感じるのは同じだ」他には下半身

社会が見る障害者の性に関する認

継いで、障害者も健常者と同じく性

麻痺の女性は鈍感ながら相手の心

識は無能力、無知だと偏見を持って

に対しても平等な権利を持ってい

が伝わって幸せだったと語ったこと

いる。それに対して障害者も我慢し

ること。ただ障害と性に関して深め

が胸に響きました。むろん警めると

ないで好きに性生活を保つべきだ

ると地域で結婚、育児、経済活動な

ころは注意を払わなければなりま

と言い立てて大学、ラジオ番組など

どで女性が弱者としての問題を抱

せん。しかしながら性の関わりに恐

多方面で活動しています。この想い

えていること。三つ、発達障害者は

れるばかりで自分たちを固く追い

を思い出した時、勉強会での伝染

性に関して被害者になりやすいこと

込めるではないかとちょっと心配で

病、避妊、デートDVなど当事者が感

です。中でも女性の場合は性的暴

す。
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はどういうふうに受け止めればいい
なのか悩まされます。

HSK通信1973年1月13日第3種郵便物承認

７

ライフ事業所

掲示板

Care

Art

繭結のヘルパープチ情報

生活介護 こころや

木谷 香奈子
運動器の障害の為に移動機能の低下をきたした
状態を「ロコモティブシンドローム」と言います。進
行すると、介護が必要になるリスクが高くなります。
①片足立ちで靴下が履けない。②家の中でつまず
いたり、滑ったりする。③階段を上がるのに手すりが
必要である。④やや重い仕事が困難である。⑤2kg
旭山記念公園での一枚

程度の買い物をして、持ち帰るのが困難である。⑥
15分くらい続けて歩くことが出来ない。⑦横断歩道

旭山公園へ行って来ました！自分では中々行かない

を青信号で渡り切れない。

場所です。天気が良く、札幌の街が綺麗に見えまし

以上の「ロコモチェック」で、一つでも当てはまる
ものがあれば、注意が必要です。

Sales

たねや イチオシ商品
インスタントラーメンは添加物が多く、体に悪い

た。残念ながらアイスクリームを食べるほどに暑くは
なく…皆でわいわいと飲み物を選びました。

Cook

ひだまり レシピ
「夏に最高！レモンドレッシング」

イメージがある。でもラーメンは食べたい！そんなア
ナタにおすすめの商品です。麺は国内産小麦粉使
用、植物油で揚げた麺、スープは化学調味料を不使
用。健康志向の方は嬉しいですね。味は、しお、しょ
うゆ、きつねうどん、カレーうどん、納豆そば、山菜そ

材料

レモン汁 •••••• 大さじ３ 砂糖 •••••••••••• 小さじ２
オリーブ油••• 大さじ１ 黒こしょう•• 適量
塩 •••••••••••••••••••• 小さじ1/２

作り方
①ボウルにすべての材料を入れ、混ぜ合わせる。

ばの6種類でうどん派やそば派の方も安心です。
作り方も簡単でど
んぶりに袋の中身と
お湯を注ぎ、ラップを
して3分待つだけ！体
に優しいどんぶり麺。
一度お試しあれ！

８
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商品注文書
お支払方法をお選び下さい ( 番号を○で囲んで下さい )
現
金
銀行振込

北洋銀行 琴似中央支店 (普)口座番号：4 6 1 6 6 8 4
特定非営利活動法人 札幌障害者活動支援センターライフ
共働サービス たねや 理事長 我妻 武
(振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい)

① 島 原 小 町

2,400円

個

円

② 夏 ご こ ろ

2,900円

個

円

③ ひやむぎ・麦作

2,600円

個

円

④ 麺 の し ら べ

3,050円

個

円

⑤ 島 原 の れ ん

2,950円

個

円

商品合計金額

円

送料

円

総合計金額

円

太枠内のご記入をお願いいたします
■お名前のフリガナと郵便番号・電話番号（市外局番を含む）は必ずご記入下さい。

商品番号

商品名

商品番号

商品名

ご注文内容・送料・お支払方法のご確認をお願いいたします

FAX ( 011 ) 644 - 0088 入金後の発送となります
取 扱い事 業 所
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NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ

共 働 サ ービス

た ね や
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TEL : 011- 613 - 0611

FAX : 011- 644 - 0088

Mail:taneya@npolife.net
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７月

ライフ事業所一覧
◇NPOライフ本部事務局
TEL

作業
生活

011- 633 - 6666

FAX

011- 613 - 9323

共働事業所きばりや 就労継続支援事業A型
TEL

011- 644 - 5533

こころや 生活介護事業
TEL

011- 614 - 1871

FAX

011- 613 - 9323

FAX

011- 613 - 9323

〒063-0812
札幌市西区琴似2条5丁目3-5 マンションMOMO1F
飲食

介護

土

札幌市リユースプラザ

ともども夏まつり
10：00 〜15：00

最新の情報は、
ホームページを
ご覧ください！

http://www.npolife.net
NPOライフ

検索

コン・ブリオひだまり 就労継続支援事業B型
TEL

011- 615 - 4131

FAX

011- 615 - 4132

〒063-0812
札幌市西区琴似2条3丁目2-37 サンハイム1F
販売

21 日

イベントカレンダー

共働サービスたねや 就労継続支援事業B型
TEL

011- 613 - 0 611

FAX

ヘルパーステーション
繭結（ゆい）

求人
情報

011- 644 - 0088

ヘルパーステーション繭結（ゆい）指定居宅介護事業
TEL

011- 623 - 2505

FAX

011- 644 - 0088

〒063-0804
札幌市西区二十四軒4条6丁目5-32 テラ二十四軒1F
営業

アウトソーシングセンター 元気ジョブ
TEL

011- 596 - 6581

FAX

札幌市委託事業

011- 596 - 6582

〒064-0808
札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園103
印刷

共働事業所もじや 札幌市障がい者協働事業所
TEL

011- 596 - 6583

FAX

011- 596 - 6584

〒064-0808
札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園104
相談

相談室らいふ 相談支援事業所
TEL

080 - 6076 -1474

FAX

011- 596 - 6584

■ 訪問介護スタッフ

正社員・パート同時募集！
ブランクのある人も
実務経験がない人も大歓迎！
利用者さんと一緒にできることをひとつ
ひとつ増やしていきましょう！

生活介護 こころや

〒064-0808
札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園203
飲食

Cafe de Kibariya（カフェ・ド・キバリヤ）就労継続支援事業A型
TEL・FA X

011- 758 - 6533

〒060-0808
札幌市中央区北8条西3丁目 札幌エルプラザ内3F喫茶コーナー
環境
URL

リサイクルプラザ発寒工房 札幌市委託事業
TEL

011- 662 - 7815

FAX

011- 662 - 7816

http://www.reuseplaza.jp/10hassamu.html

〒063-0835
札幌市西区発寒15条14丁目2-30
環境
URL

札幌市リユースプラザ 札幌市委託事業
TEL

011- 375 - 113 3

FAX

http://www.reuseplaza.jp

〒004-0003
札幌市厚別区厚別東3条1丁目1-10

2018年７月10日HSK通巻556号

011- 375 - 115 5

■ 生活支援員募集！
こころやでは生活支援員（正社員）を
大募集中！いつもにぎやかなこころや
で一緒に働きませんか！
詳しい詳細は
ライフHP(http://www.npolife.net/)
またはライフ本部（011-633-6666）まで
ご連絡ください。
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ご協力ありがとうございます（５月分・順不同・敬称略）
アドボケ購読料
寄 付 金
維持会員会費

水口 正之 水口 祥次 小林 郁子 高橋 めぐみ 小内 純子
児島 義道 山本 价則

賛同会員会費

児島 義道 平川 則男 宮村 もと子

佐藤 隆

ビル建設基金

石澤 利巳 埼玉のライフ応援団

山本 价則

■５月末に埼玉に出かけた。1960年代後半から70年代にかけて「反戦青年委員会」の運動を共に担った旧友が集っ
た。
80歳を超える方を筆頭に50代までの人々が各地より集まった。
はじめの挨拶が
「病気」
の状況報告。
そのうち、
あん
た誰だっけ？となる。
10年後にまたやろうか！の声に
「何人出て来られる？」
と返事。
そんな年金暮らしの仲間からライ
フビル建設にと、
243,511円も寄付して頂いた。
感謝の念に堪えない。
（石澤）

お知らせ
6月号に掲載いたしました、優生保
護法対策弁護団の振込口座が変
更になりました。ご賛同の方は今
一度、右記の口座へお願い申し上

北洋銀行 札幌西支店 普通口座 ５４０６９８０

新振込口座

げます。

名義：優生保護法対策弁護団 会計 弁護士小野寺信勝

すずらんピック

こころや

竹田 銘子

６月３日
（日）
に、
琴似のサンコーボウルで開催された
『札幌市障がい者スポーツ大会・すずらんピックボー
リング大会』
に、
たねやの井口さん、
南さんが参加しました。
もともとは、
こころやのメンバーが広報さっぽろで
告知を見つけたのがきっかけでしたが、
申込方法が広報では良くわからず、
あちこちに問い合わせをして無事
に参加することが出来ました。
当日は開始から大いに盛り上がり、なごやかなムード
の中で熱戦が繰り広げられました。井口さんも南さんも
大活躍し、
レーンごとの表彰で井口さんは金メダル、
南さ
んも敢闘賞のメダルを獲得しました！
他事業所の人やボランティアさんともハイタッチをした
り一緒に喜んだり、
フレンドリーな大会でした。
また来年
の参加を楽しみにしている二人でした。

編集後記

人に何かを伝えるって本当に難しいことだなぁ頭の中にある絵や音、
はたまた考え方や愛する気持ち。
少し
でもうまく伝えられるように失敗しても構わないから、
どんどん表現してうまく伝えられるようになりたいとお

もいます。
ライフの活動や情報を世界に発信する
「あどぼけいと」
で少しでもたくさんの皆様に伝わるようにがんばります！
（西田大作）
2018年７月10日（毎月10日発行）HSK通巻番号556号 1973年1月13日第三種郵便承認 発行人=北海道障害者団体定期刊行物協会
編集者=我妻 武

2018年 ７月号
No.209 定価 100円
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◇特定非営利活動法人 札幌障害者活動支援センターライフ
〒063-0812 札幌市西区琴似2条5丁目3-5 マンションMOMO１F TEL 011- 633- 6666 FA X 011- 613-9323
E-mail main̲lifemail@npolife.net ホームページ http：//npolife.net / 郵便振替口座 02710 - 4 - 63485
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