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１．内部研修 

２．自立支援協議会・学習会 

３．障害者虐待防止・権利擁護研修 

４．みんさく 

５．差別禁止法はどうなる？ 

And 参加者の意見 

６．フランクフルト 300 本完売（第 35 回福祉祭参加） 

７．CIL が関わっている事業  

 ・ユースパワーネットいわき・ＴＩＬインターンシップ 

８．呼ネット Café  

9．呼ネット合宿（初企画：自立体験宿泊サバイバル） 

10．忘年会 

12．事務局の動き 

編集後記 

 

12 月 29 日(土)～ 
 

1月７日(月)より 
通常業務開始となります。 
緊急時→ 
携帯電話にご連絡ください。 

今年もお世話に 
なりました！ 
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［2012年 8月 22日(水)18時～事務所］ 

 

この日は、当センターの理事長でもあり、また、介助者派

遣の「利用者」でもある“海老原宏美”さんを講師にお願いし

てのミニ研修会。東大和市内外を問わず、何かとセンター

外での活躍の目立つ海老原さんですが、意外に当センター

内での発信は、機関紙や行事の挨拶程度にとどまるという

事実。 

 利用者、アテンダントなど約 10名が参加してくれました。 

 

海老原さんが語る生き方、それは人生を楽しみながら、

且つ身の危険と隣り合わせというリスク（社会的ハンディを

持つ人全般に言えることですが）を背負うこと。実は海老原さん、先天的な障害に関わらず、「い

い子いい子」と育てられたわけではなく、“根性”で育てられたようです。生い立ちに沿って語られ

るエピソードの全てに納得です(笑)。 

 

私たちが障害を持つ方々への支援を行う時、海老原さんに限らず、利用者の日常生活へ関わ

るという意識を持つことが必要であり、その日常生活は、健常と呼ばれる人達と何も変わらないと

いうことを前提とすることです。 

私たちの一人一人が、利用者の生活への理解（誰でも変わりない普通の日常生活）を深めれ

ば、良い支援を提供できる、つまりは利用者の生活の質の向上につながる、反対に支援を必要

とすることの意味を理解していく努力を怠れば、僅かなことでも長い目で見れば利用者の日常生

活に支障をきたすことになるのでしょう。 

 

障害を持つ、また呼吸器ユーザーという海老原さんを含めた少数派にとっては理解されること

こそ大事。ことに、その生活に仕事として深く関わるヘルパーは資源・設備・情報への理解・想像

力を高める作業が必要なのだと思います。           （UO） 

復活 



1992年 4月 17日第三種郵便物認可 (毎月 3回 7の日発行)   
2012年１２月１３日発行   SSKR6750 増刊通巻                                                       

- 3 - 

 

 

 

2012年 8月 29日、東大和市地域自立支援協議会

主催の「安心して東大和市で暮らし続ける為に」をテー

マに、山梨学院大学竹端  寛先生による学習会が行

われました。 

関西弁の軽快な語り口の竹端先生は、どんなに

重度の障害者でも地域での暮らしは可能なことを力

強くお話ししてくださいました。 

 

昨年の障害者基本法の改正で、障害当事者が、どこで誰と生活するかについての選択が確保

されたこと、他の人々と共生することは誰にも妨げられないことが明記されました。           

しかし、安心して地域で暮らし続けるにはまだほど遠い現実があります。社会資源の整備、人材

の確保、障害がある本人と家族とのニーズのズレ・・。課題は山積みですが、自立生活センターの

役割は、障害種別を越えてサポートしていくことです。 

障害を持つ人たちと付き合うとき、一人ひとりのあまりに大きい社会経験の違いにどう付き合っ

ていくか。私たちスタッフが経験を積み、専門的になっていく時、ともすれば管理する方向になってし

まう怖さ。 

私たちは常に、サポーターという意識を見失わないよう、先走りせず、共に経験を積み重ねていく

くらいのペースと根気を忘れ

ずにいなければならないと思

います。今回の学習会で竹

端先生が何度も口にされた、

本人真ん中を常に意識しな

がら、これからも相談支援に

関わっていかなければと改め

て感じました。 

（TaN） 
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●2012年 9月 18日(火) 於：目黒パーシモンホール 

 

旧来の障害者支援の考え方は、支援者が障害者に何らかの働きかけを行って、障害者が障害を持た

ない人と同じか、もしくは近づけることを目的としていました。 

そのような医療モデルといわれる考え方から、障害を環境との関係性から見る、生活モデルと呼ばれる考

え方に変わっていきます。 

それにともなって障害者はもう保護の客体ではなく、環境さえ整えれば権利の主体へと十分なれるのだ

という考え方も提唱され続けています。 

しかし、それがしっかり現場に伝わって根付いているかとはまた別の話。 

 

虐待が起きてしまう原因のひとつとしては、障害者に対する考え方が強く関わっています。 

障害者に対して、支援者が前述したような考え方をもてているかというのが 1つ。 

加えて、様々な障害特性への理解とそれに対応した支援スキルがあるのかというのがもう 1 つありま

す。 

 

いきなり重傷を負わせてしまうような虐待というのは起こりづらいもので、普段から行われている不適切

なかかわりの積み重ねが発端になっていることが多いということでした。 

ケア等、関わりの中で支援者の考え方は如実に現れてきます。しかしながらどれほど優れた支援者で

あっても、一人だけで適切なケアを重ねていくことはできません。 

ケアを提供する団体全体で虐待防止・ケア技術の維持、向上に取り組んでいく姿勢が求められるので

はないでしょうか。 

 

また、講義の中でもっとも印象に残っているのは、虐待という行為の影響の話です。 

虐待をされるということは、他人や社会を信じられなくなったり、自分を大切にできなくなったりすることで

す。 

虐待を受けていたのが子どもの頃だとしても、その影響は成人しても消えない。 

そして、その経験が生きていくうえでの大きな障害となることが多いということで、「虐待」はよく聞かれる

言葉になりましたが、影響をどの程度受けるのかといったことはまだ知られていないように思います。 

(KK) 

障害者虐待防止法が施行 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について 

 標記法律については、平成 23年 6月 14日に衆議院厚生労働委員長から提出され、同日衆議院で可決、同月１

７日に参議院で可決成立し、同月 24日に公布されました。 

 本法律では、平成 24年 10月１日から、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐

待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務

を課すなどしています。（詳しくは、厚労省サイトをご参照下さい。） 
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9月 21日、22日に中央公民館ホールにて開催された、「みんなの作品展」に、今年も CIL東大和は出展

しました。 

通称「みんさく」では毎年、市内の福祉団体の利用者さんが作った様々な作品を中心に展示しているの

ですが、今年の CILは、日頃の活動の紹介と、2011年に行なった活動をまとめてご報告させていただきま

した。2011年の最大のイベントといえば、まだ記憶に新しいと思われる 10周年記念式典！ですね。 

その式典の模様を、スライドショーにて上映しました。 

来ていた人は、CIL の活動報告を真剣に読んでくれていたり、スライドに映った写真の中から知り合いの

顔を見つけたりと、楽しんで見学してくれているようでした。 

今年の展示は少し控えめでしたが、みんさくは毎年恒例行事ですので、来年以降、「こんなものを作りた

い！」「こんな展示したらどうかな？」もしくは「自分の作った作品を展示したい」などのご希望、アイディア

を常時募集中です☆                   

(MoT) 
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当日は「障害差別禁止法」という、掘り下げて行けばどこまでも難しいであろうこの法律の中身を、2 時

間という時間のなかで分かりやすく、そして身近に感じられるものとして説明してくださいました。 

 

障害差別禁止法とは、障害によって、平等に与えられる機会を奪われるのを防ぐこと、それぞれが持っ

ている個性や能力を認め合える環境をつくり、多様性を前提とする共生社会の実現を目指すためのもの

です。H25年 3月には法案の国会提出が予定されています。 

 

ところで、「障害に基づく差別」とは何でしょう？？ 

車いすに乗っていることを理由に、地域の学校への入学を断られること、必要な情報提供のかたち(点

字や手話通訳など)の求めに対しての配慮がないこと、色々あります。また、差別されていることに気付け

ずに過ごしてしまったり、逆に、悪気はない行為だったとしても結果的に誰かを差別して傷付けてしまうこ

ともあります。 

 

差別禁止法、法制化の意義の中には、「行為規範(定義)の明確化」というのが掲げられていて、これは、

「何が差別であるか具体的にわからないことに関して、法制化によって人の行動規範とものさしを提供す

ることで、社会のルールを明確化しよう」とするものです。 

 

では、障害差別禁止法が制定されたら、すぐに差別がなくなるのでしょうか。必ずしもそうではないかも

しれません。 

差別のかたちは多種多様で、禁止事項のすべてをマニュアル化することは難しいからです。 

なので、「禁止法でダメと言っているからこれは差別にあたるのだ」ではなく、「それがなぜ差別にあたる

のか」というところを丁寧に考えていかなければ、差別そのものはなかなか無くならないのかもしれませ

ん。 

 

私の知り合いの方が、「多様性は安定性を生む」と言っていました。 

障害差別禁止法が、多様性を認め合える社会をつくるための、ひとつの手段として機能してくれること

に期待しています。 

 

(KeCo) 

[差別禁止法の勉強会](東大和障害福祉ネットワーク主催) 

10月 16日(火) 於：東大和市民会館ハミングホール 

講師：南舘こずえさん（内閣府障害者制度改革担当室、政策企画調査官） 
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今回の講演会を聞きに来てくださった聴覚障害をお持ちの方が、感想、ご意見を寄せてくださいました。同じ障害

者でも、肢体、聴覚、視覚、それぞれ考え方も様々なんだなぁということを、私たちもあらためて感じました。 

 

 

東大和市聴覚障害者協会 細田 恵子 

先日１０月１６日（火）にハミングホールで「差別禁止法ってなに？」（講師は内閣府障害者制度改革担当室

の政策企画調査官である南館こずえ氏）という講演会が行われました。 

聴覚障がい者（以下「聴障者」）は、私が知っているだけでも１０名程の方が関心を持って参加していました。

しかし、講演内容に関しては、レジュメがあったお陰でなんとか掴めましたが、手話通訳・パソコン文字通訳だ

けだったら、頭が痛くなったことでしょう。まず残念に思ったことは、講師の最初の言葉「手話通訳・要約筆記が

そろっているから、聴障者も聞くことができる」旨の発言です。たしかに情報保障は「聞く権利」として重要なもの

ですが、イコール聞くことができる（知ることができる）」ことになるのでしょうか。 

次に、場内の発言者が自分のことを「被補助人」とか「知的障がい」と障がい名をあげた上で発言されていま

す。が、その方たちに対しての回答がちょっと複雑であり、どのようにでもとれるニュアンスを含んでいたことは、

なんか優しくないな～と感じたのは私だけでしょうか。 

最後に、私が聴障者の立場で次のような質問をさせていただきました。 

①役所や病院などの受付の人が満面の笑みで迎えてくれるが、耳が聞えない旨身振りで伝えたとたん、あから

さまに嫌な表情をされる。 

②電車がストップしたため、駅員さんに何があったのか紙にかいてほしいと頼んだのに紙には「今放送された

通りです」と書かれて、情報がつかめなかった。 

③職場の人に手話を覚えてほしいとお願いしたが、覚える時間がないとか覚える必要はないと断わられた。 

これらはどの差別にあたるのか問いました。私たち聴障者は、嫌な目にあった・心に傷を負った・ショックを受

けた場合は差別だと思っています。（「いじめ」の定義もそうですよね！）①は直接差別、②③は合理的配慮の

欠如だと考えていましたが、回答はそれとはかけはなれたものでした。①は、ハラスメントにあたるのではない

か、②は、駅員は拒否したわけではなく適度に対応した、③は、手話は英語、仏語と同じ言葉だから覚えるの

は自由。と回答されていました。この回答を聞いてものすごくショックでした。（他の聴障者も手話関係者も同じ

感想を持ったそうです。）①がなぜハラスメント？正直言って違和感がありました。②は結果的に情報が得られ

なかったのに！！③はなぜ手話が英語と同じレベルになっちゃうの？同じ日本人なのに？？？本当に「開いた

口がふさがらない」というのは、このことを言うのでしょう。 

たしかに、この講師の方は、「みなさんに申し訳ないと思っている」旨おっしゃっていたし、この法律が万全で

はない旨も話されていたので、講師の立場も一応理解はしているつもりです。でも、もっとはっきりと私はこう思

うが、法律ではこうはならないかも……と自分の考えと法律の内容を分けて話して下さった方が私たちは少なく

ともショックを受けずにすんだのではないでしょうか。当時会場には 200人くらいの人がいて、その中には市長、

福祉部長、障害福祉課長もいらしていました。会場にいる人たちが、講師の回答を「なるほど」と受けとめてい

たら、それもまた、ショックです。 

このことをうけて、私たち聴障者の立場をまだまだ多くの方が理解していないことに、改めて気づかされ、もっ

ともっと啓蒙が必要なんだと再認識しました。 

最後に、CIL 東大和通信・東大和障害福祉ネットワークの機関紙「スタート」に載せるといいよとアドバイスを

下さった海老原さん、田渕さん、発言の場を提供いただき感謝しております。 
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11月 11日(日)東大和市役所にて行なわれた、社協主催の第 35回福祉祭に参加しました。 

CIL東大和が出店したのは、そう、今年もやっぱりフランクフルトです。 

 

フランクフルトを売り始めて今年で早 5年・・・。 

職員の退職、新人の就職で少しのメンバーチェンジ

はありましたが、変わることないチームワーク。 

 

毎年順調に売り上げを伸ばし、今年はとうとう 300本

（前年度 20％増し！）を完売しました！おかげさまで固

定客の方も着々と増えています。 

 

お値段据え置き！の良心設定も好影響か。 

 

そして今年も、利用者さんのお母さんが作ってくれた、刺し子

の布巾も販売させていただきました(^ ^) 

 

また、今回の福祉祭では、夏に開かれた「東大和市グルメコ

ンテスト」で賞を取った3つのお店も参加。「大和どん」、いただき

ましたよ♪ 

CIL東大和は、来年ももちろんフランクフルト！(かどうかは未定。) 

(KeCo) 

  

昔の値段で出ています！ 
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●ユースパワーネット 

（全国の CIL で活動している 20～30代の世代のメンバーが、これからの CIL を担っていく上で、経験をつ

んだり、より多くの仲間を発見していくための活動） 

昨年度末から今年度にかけ、ユースパワーネットは被災地支援をするという目的で、現地の障害当事者

と一緒に活動しました。岩手での交流イベントやいわきでの相談が内容です。 

CIL東大和からは 8月 9.,10.,11日のいわきの相談に小日向が行ってきました。 

今回同行したメンバーは、CIL 小平淺川さん、自立生活センター・ekumo 小林さん、CIL いわき小野さんで

した。 

活動の初日は、CIL いわきの主催の災害時図上訓練というものに一緒に参加しました。あらかじめ災害が

起きた際にどのように避難するか、どこから食料や必要なものを調達するかを地図の上で想定し、実際に

そのルートを移動してみることで、本当にその通り動けるようにしておくというものでした。 

 大震災等の当日は、公的な支援は望めず近隣の住民同士の助け合いがメインになるため、そのような

訓練が必要とおっしゃっていました。 

活動二日目はユースパワーのメンバーの自立までの話をしてみたり、午後はプログラムに参加した人と

メンバーが１：１でピアカンのようなことをしました。被災したこともあるのですが、そのことがあってもなくて

も自立していく過程で共通していることは多くあります。何のための自立か、目標や夢を持ち続けることの

大切さなどを語り合いました。 

今回のたった一度で何がどう変わる、ということではありませんが、メッセージを伝え合えたことがこれから

のもう一歩、二歩へと続くきっかけになれば幸いです。今後も協力し合えることはやっていきたいと思いま

す。 

 

●TIL インターンシップ 

（TIL は東京都にある自立生活センターの連絡協議会です。都内の CIL の活動のバックアップ的な活動を

行っています。インターンシップは障害のある学生やCILに興味のある若い世代を対象に考え方や活動を

伝えると共に、交流の場を提供するものです。） 

◇期間 8月 30日(木)13時から 9月 1日(土)15時まで 

◇東京都多摩障害者スポーツセンター（一部、くにたち福祉会館） 

カリキュラムは３日にわたりましたが、30 日の午後、一コマを担当させていただきました。医療と生活の

話をしました。 

私小日向も第 1回のインターンシップに参加していました。あれから数年経ちましたが、今は CILのスタ

ッフをしています。参加者が今後どのような生き方をしていくかはさまざまあるかと思いますが、今回の経

験がどこかで役に立つことを祈っています。 
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9 月 15 日(土)14 時。 

続々と参加者が集まってきます。 

晴天にも恵まれ、まさに最高のイベント日和。 

都庁・展望台から見下ろす大都市・ 

東京の姿は、まさに絶景。 

 

呼ネット Café は、もう第４回を数え

ます。 

今年の会場は都庁・

南 展 望 台 45 階 の

「Tokyo Café 202」、

素晴らしい眺望で

の 開 催 と な り ま し

た。 

主催者の気持ちも自

然と上向きます。参加者の

人たちにとってもまさにそうであるようで、参加人数総数は４２

名にも上りました。これだけの人が集まるのであれば、企画し

たかいもあります。 

 というのも、当初、今年度の Café は企画しない予定だったの

です。 

時間的な制約もあり、「2012 年度は合宿があるから、Café は無理かな

～」 

という話をしていたのは 7 月の会議でした。 

でも、何事も為せば成る、とはこのこと。事務局の頑張りで、企画にこぎつ

けました。 

 

受付を済ませると、参加者はそれぞれのテーブルで語り合いました。初め

て出会う人や、ML 上や過去の Café で、もう顔なじみの人もいます。なんと、前日に呼ネット会

員になり、当日を迎えたという人も。滑り込みセーフですね。 
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人工呼吸器ユーザーが一堂に介する機会はそうありません。なので、呼ネットでテーマを決めなくても、交流・

情報交換と、次々に話が湧き出て、話題は尽きないようでした。 
 

Café 受付の間をぬって、私も数名の方とお話が出来ました。

その中で、あるご家族の方からこう言われました。 

「人工呼吸器ユーザー本人の会が他に無く、これから本人が自

立を考えていく上で、呼ネットとつながることができたのは良かっ

た」 

 

 ＭＬ上とはいえ、これほど

全国規模で会員がいる人工呼吸器ユーザー本人の会はありません。人工呼

吸器ユーザーが主体性をもって生きて行くためには、家族の支援も重要なフ

ァクターではありますが、本人が声を出していける場が必要です。 

今回は都庁でしたが、気軽に人工呼吸器ユーザーが集まるということ自体

が、まだまだ珍しいことだといえます。 

私たちとしても、呼ネットが活動を続け、普段ユーザーと関わりのない人達

にユーザーの生活のありかたや、そのためのニーズを伝えていく重要性を改

めて認識しました。 

 

ところで、呼ネット Café は人工呼吸器ユーザーやその関係者の交流会で

はあるのですが、この日は特別なゲストが来ていました。 

「スワジーランド」というアフリカ大陸の国から、日本の障害福祉を学びに来て

いた女性の障害当事者・ブレンダさんです。ブレンダさんは、スワジーランド

の生活の様子や、障害者、それもとりわけ女性への複合差別の深刻な問題

について教えてくれました。 

彼女が、日本に来て最も感動したのは、アクセシビリティの良さ。 

体験の中で、大都市圏ではエレベーター、エスカレーター、スロープの設置等

で不十分ではあるものの、一定のバリアフリー設備が整っていることを実感し

たのでしょう。 

 

盛り上がりも冷めない中、終了の時刻 17 時に。毎回 Café は参加者が多いのが特徴です。来年は会員さん

同士が集まれる機会が多く作れると良いなと思います。 
 

その後、都合の良い人達で呼ネット bar に突入。 

韓国料理店で素敵な会となりました。  (KK) 
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人工呼吸器ユーザーの自立支援ネットワーク「呼ネット（こねっと）」。 

とうとう今回、キリン福祉財団の助成金を経て、がっつり宿泊を伴った自立生活プログラムを開催しました！

人工呼吸器を使い、完全に全介助の重度障害者が、実際に一人暮らしを行なおうと思ったら、どんな面白さや

苦労があるのか、実体験してもらうのが一番分かりやすいと思ったからです。 

ILP ということで、日中はみっちり、自立生活の概念や制度の勉強、調理実習などを盛り込みました。でも･･･

今回最もハードルが高かった課題は、「全員初対面の介助者を使って 3 泊 4 日を過ごしてください！」というも

の。 

「合宿申込直後から合宿は始まっているんですよ！」ということで、各参加者に、「初めて会う介助者に、事前

に知っておいてほしいこと、自分の介助の方法、人工呼吸器の扱い方」など、介助マニュアルを作ってもらいま

した。完成したら、呼ネット事務局当事者メンバーが参加者を戸別訪問し、一緒に最終チェック。もう少し詳細に

書いた方がいい部分や、当日その場で口頭説

明しても大丈夫なんじゃないかという部分など、

査定していきました。 

合宿介助サポーターには、もちろん人工呼

吸器ユーザーの介助経験者をかき集めました

が、事前に渡す情報は、参加者が作ってくれた

介助マニュアルだけ！参加者も介助サポータ

ーも、お互いに、ドキドキワクワクしながら合宿

に臨んだことでしょう。 

今回、CIL 東大和からサポート協力いただい

た、登録アテンダントの山田由美子さんに、感

想をお聞きしました！ 

 

 

 

１０月１日～４日、戸山サンライズ（新宿）にて呼ネット主催による、自立生活目指した合宿が行なわ

れました。私は、呼ネットの事務局スタッフの介助に当たりながら、長期に渡り企画準備に励まれてきた

お姿に触れてきました。私も、家に帰れば３人の親です。いずれ我が家にも訪れる子の自立を思うと、

参加者を応援したい気持ちや、それを支えようと取り組まれるスタッフの力になれたらと気持ちが駆り立

てられるようでした。 

合宿は人工呼吸器ユーザー対象です。参加者との面談や、一人ひとりに合わせた介助の有り方等

内容も煮詰まってくるほど、わが子を世に送り出すのとは違ったハードルの高さを思い知り、入念･綿密

に打合せが進むにつれ、緊迫した空気が伝わってきました。 
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私が実際に合宿の会場に足を踏み入れたのは、合

宿も３日目を迎えた日、事務局スタッフの介助者として

です。その日のプログラムは調理実習。心配していた

雨が買い出しの前から降り始めました。冷たい雨の中、

サっと外出準備ができたのはスタッフのみ！日常的に、

雨でも外出せざるを得ない環境におかれている人（ス

タッフ）と、そうでない人（参加者）の違いを目の当たり

にし、良い経験を積めたと思いました。 

調理実習では、参加者のみんなは慣れない指示出

しに苦戦していましたが、思いのほか美味しい出来映

えに「またやってみたい！」と明るい笑顔になり、初め

ての不安から自信に変わっていくことを感じました。さ

らに驚きは続き、アジアから来日していたダスキン研

修生たちも交わり（直前にスタッフが急遽思いついて

段取りした）、大勢の夕食会では、人工呼吸器をまだ

見たこともない国々の人にとって貴重な土産話にもなりうる国際交流になりました。 

大詰めとなった最終日を迎え、私は参加されたお一人の介助者として、朝部屋を訪ねました。初対面

流会で胸に溜めていた思いを出し合え、時間が足りないくらいに盛り上がったそうで、その勢いのまま

私にもいろいろ話してくださり、ガチガチの緊張感は少し解けていました。疲れもピークに達しているでし

ょうに、最後の研修では意欲的に自ら発言しようとする姿勢や、合宿で新たに目指す目標も見えてきた

ような顔つきがとても印象的で、なんとも良い合宿が行なわれているんだなぁと私までうれしさが込み上

げてきました。 

合宿に参加しても、帰ってから目標への壁は厚いかもしれませんが、今できる精一杯をやってみて、

今回のことを点で終わらせることなく、

線につなげていってほしいと思いま

した。それもスタッフの方々の並々

ならぬプロセスを陰で見てきたから

でしょうか。後悔を残さぬよう、自分

の心に素直にやってみてほしいです

し、きっとその姿に励まされ、次に続

く人が出てきたり、今より強い自分

になっていたり、後から良き応援者

になってくれていた存在にも気づけ

る器になっていくと思うと、私もたくさ

んのエールを送って支えていける介

助者になれるよう、自分を磨いてい

きたいと実感しました。 

山田由美子 
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里田です、<(_ _)> ﾍﾟｺ 

今年も 12 月になりましたね。 

春先はまだ少し寒かったですね～。さわやかな春が終わって、梅雨があって、めっちゃ夏が暑くて。秋があ

っという間に過ぎて、え～も～12 月？寒くなってきましたね。早い！ “忘年か～い、も～なのか～い”って。 

私事で恐縮ですけが、今 36 歳、2012 年が終わろうとしているわけですから。 

 

恒例の忘年会が向原市民センターで開かれました。 

この会無くしては、東大和の 1 年は終われません！ 

おかげさまで天気に恵まれた中、17 時頃から、参加者のみなさんが集まってきまして、会がスタートです。 

僭越ながら、今年は僕が乾杯の音頭をとらせていただきました (;＾◇＾;)ゝ ｲﾔｧ 

久しぶりに会う方や、良く会う方、皆さんの顔を見てると元気が出てきます！  

おなじみ、スライドショーで今年 1 年の CIL の活動、イベントを振り返ります。色んなことがありましたねぇ。 

後半はビンゴ大会！司会の軽妙なトークに会場も盛り上がります。 

ダントツ一位抜けは I さん！ 親子 3 人そろってビンゴもありました。  

しかし、なかなか“ビンゴ（当り）”が出ず、グズグズ(笑)の 30 分。 

ビンゴの景品は、恒例(笑)の親方セレクトの鉢植えから、「加湿器」「入浴セット」「市内作業所謹製のクッキ

ー」などへ変換。参加者全員、すでに来年へ期待大です(笑) 

 

もうすぐ 2013 年、皆さんの 1 年がさらに健康で幸せであるように祈ってます。 

忘年会に参加できなかった方々も、来年のイベントで元気に会いましょう！ 

 

☆ Merry christmas and a Happy new year ♪v(ﾟ∇^*)/ ☆ 
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4 月 
4/7 会員親睦会（お花見：参加 52 名） 
4/10 臓器移植法＆尊厳死法学習会 
4/17 自立支援協議会（生活部会） 
4/19 車いすステーション連絡会 
4/20 重度訪問介護者養成研修会講師（本部） 
4/22 かたつむりの会作業所竣工式出席 
4/25 総合福祉センター設置検討委員会 
4/27 院内集会（尊厳死）参加 
    呼ネット会議 
5 月 
5/2 自立支援協議会相談窓口担当日 
5/8 週間金曜日取材 
5/11 重度訪問介護者養成研修会講師（本部） 
5/15 重度訪問介護者養成研修会講師（IL 文京） 
5/16 自立支援協議会打合せ 
5/18 障害福祉ネットワーク役員会 
5/19 CIL とちぎ講演会講師 
5/23 自立支援協議会（全体会） 
5/24 多摩療護園ｵﾝﾌﾞｽﾞﾊﾟｰｿﾝ 
5/25 呼ネット会議 
5/29～31 JIL 総会出席 
 
6 月 
6/2 会員親睦会（BBQ：参加 35 名） 
6/5 TIL 役員会 
6/6 自立支援協議会相談窓口担当日 
6/8 障害福祉ネットワーク 
6/9 重度訪問介護者養成研修会講師（IL 文京） 
6/13 東立四中 車いす体験学習講師 
6/14 JIL 関東ブロック会議 
6/19 自立支援協議会（生活部会） 
6/23 ダスキン研修生卒業発表会見学 
6/24 信州大学医学部保健学科同窓会定期総会特別講演講師 
6/27 NPO 福祉 
6/28 呼ネット会議 
    多摩療護園ｵﾝﾌﾞｽﾞﾊﾟｰｿﾝ 
6/29 自立生活センター・東大和総会 
 
7 月 
7/1 ダスキン研修生卒業式 
7/2 TIL 総会出席 
7/6 障害福祉ネットワーク役員会 
7/9 移送幹事会 
7/11 相談支援事業説明会 
7/13 重度訪問介護者養成研修会講師 
7/17 地域福祉審議会 
    ユースパワーネット 
7/18～19 相談支援事業者研修アドバイザー 
7/26 呼ネット会議 

 
 
 

8 月 
8/2～3 都相談員現任者研修世話人 
8/9 多摩療護園ｵﾝﾌﾞｽﾞﾊﾟｰｿﾝ 
8/9～11 ユースパワーネット（福島） 
8/10 都相談員現任者研修世話人会 
8/16 自立支援協議会打合せ 
    改正 NPO 法勉強会（TIL） 
8/21 自立支援協議会（生活部会） 
   医療的ケア研修会 
8/22 内部研修会 
8/23 障害福祉ネットワーク役員会 
8/24 呼ネット会議 
8/29 自立支援協議会（公開学習会） 
8/30 TIL インターンシップ 
 
9 月 
9/5 JIL 関東ブロック会議 
9/7 NPO 福祉 
   重度訪問介護者養成研修会講師 
9/11 重度訪問介護者養成研修会講師（IL文京） 
    都相談員世話人会 
9/12 自立支援協議会相談窓口担当日 
    呼ネット会議 
9/14 理事会 
9/15 呼ネット Café 
9/18 障害者虐待防止研修 
9/21～22 みんなの作品展出品 
9/21. 多摩療護園ｵﾝﾌﾞｽﾞﾊﾟｰｿﾝ 
9/24～25. ユースパワーネット 
9/26 都相談員現任研修 
9/27 小平用語学校訪問 
9/28 障害福祉ネットワーク役員会 
 
10 月 
10/1～4 呼ネット合宿 
10/9～10 都相談員現任研修 
10/16 障害福祉ネットワーク（講演会） 
10/18 市障害者虐待防止法説明会 
10/19 呼ネット会議 
     多摩療護園ｵﾝﾌﾞｽﾞﾊﾟｰｿﾝ 
10/23 自立支援協議会（生活部会） 
10/29 地域福祉審議会（障害者部会） 

自立支援協議会（生活部会） 
10/31 障害福祉ネットワーク 
 
11 月 
11/9 重度訪問介護者養成研修会講師 

（本部） 
中小企業交流会参加 

11/11 第 35 回福祉祭 
 
 
※毎週月曜日午後 事務局会議 
※不定期 1～2 回／月 派遣調整会議 

 

 
5 /2 1   

金環食 

1 0/ 21 オリオン座流星群 
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皆さんこんにちは。Kk です。 

東大和通信が 26 号に到達しました。 

実は 11、12 月は病欠が多く、体調不良期間に突入 

してしまったのではないかと思うくらい・・・。 

30 歳目前。どうやら生活をちゃんと見つめなおす時期に 

来ているようです。皆さん、気をつけましょう。 

冬が始まるよ☆By マッキ— 

 

 

＜会費納入のお願い＞ 

 

NPO 法人 自立生活センター･東大和は皆様の会費が運営資金となっております。 

今後も障害を持っていても自分らしい地域生活を送るために必要な様々なサポートを 

提供していくためにご協力をお願い致します。 

 

正会員 

→利用会員：3000 円／年 

→協力会員：1000 円／年 

賛助会員：1000 円／1 口 

団体会員：10000 円／1 口 

 

 

ご寄付のご協力もお願い致しております。 

郵便局：00100-９-46826 

特定非営利活動法人 自立生活センター・東大和 

 

 

＜受付時間＞ 

平日 9:00～18:00 

＊緊急連絡はいつでもつながります＊ 

 

 

〒207－0014 

東京都東大和市南街 1－22－6 シティコート南街１F 

TEL：042－567-2622 

FAX：042－567-2912 

編集後記 


