社会福祉法人
大阪重症心身障害児者を支える会

備、いわば親や家族が大きな社会資源で

ルパー派遣もショートステイ施設も未整

所施設を、と訴えました。

次にショートステイ機能を有する入

が集まり、先ずは日中活動の場を、

このような経過から平成８年、重

もあり、この家族に不都合が生じるとた
ちまち地域生活は不成立となり、重心難

元旦

症心身障害の方の通所施設として大

年

民ともいうべき事態になってしまうので

阪府市初めての四天王寺さんめい苑

平成
大阪重症 心身障 害児者 を支 える会

した。このことを誰に、どこに相談した

は、身障手帳１～２級、療育手帳Ａ

社会福祉法人

冨子

らいいのか相談機関も無く、何から手を

を併せもつ重症心身障害児者の人達

皆様明けましておめでとうございます。

寺岡

付ければいいのか、お先真っ暗な状況で

だけの利用施設として開設されまし

理事長

した。

年余 続い た平 成か ら新 しい

た。場所も天王寺駅から５～６分の

Ｐ，８

間 もな く

他地域はどうなのか、どうしてもそれ

● 編集後記

元号に変わり新時代の幕明けとなります。

至便な地、建物は

階建てで１～２

が知りたく、先ず見学することから始

階を通所施設に、３階以上は市営住

Ｐ，８

私 は 新元 号を 迎え るに あた っ て平 成の

め、大阪府下、近畿圏はもちろん重症児

宅という合築の形で造られました。

● Cafe「 Ｙ Ｕ Ｒ Ｕ Ｒ ｉ 」

年間を振り返ってみたいと思います。

者の施設を西は岡山、東は愛知、神奈川

Ｐ, ７

この時代は、私ども重症児者の子をもつ

● 研修・イベント情報

から東京まで見学を重ねました。その中

Ｐ，５～６
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● ハプティックセラピー

親 にとっ て学校 は卒 業した けれど 行き 場

● 事 業 所 通 信 （クローバー） Ｐ，３～４

には引っ越をしてでも入りたいような先

Ｐ，２

のない、いわば重心難民ともいうべき氷河

進的取り組み施設もありましたが、それ
ぞれの地域で解決する以外方法はなく、
それには勇気をもって行動することだと
思いました。最も大変な道を歩む選択で
すが、前門の虎後門の狼の心境でとりあ
えず重症な子の親たちが集まり、先ずは
日中活動の場を、次にショートステイ機
能を有する入所施設を作って頂きたいと
いうのが親達共通の願いでした。
それらのコンセプトは、重症の子を人
里離れた遠隔地でなく、家族が行き来し
やすい近場で医療設備の整った地域に住
むことが、この子たちにとっても家族に

● お餅つき大会

期だったと思います。
当時、市内には知的障害者通所更生施
設は開設されてはいましたが、肢体不自
由児・者の通所施設は、週に２～３回程
度親と共に通う小規模作業所のみでし
た。そこは支援者も無く親達の自主運営
に任されている所がほとんどでした。そ
のような状況下、わが息子の如き知的に
も身体的にも重度の障害をもついわゆる
重症心身障害児者の通える場所は、皆無

歳過ぎの娘を一人で世話をする

歳過ぎの高齢者が多く不平不安も言

70

-1-

31

と言えるもので、利用者の親御さんも
～

わず、

とってもいい場所だと主張しました。経
験も組織も知識も無い親達でしたが、あ
組ほどの親子

Ｐ，１～２

30

父親、母の入院時、本来必要のない障害

50

の息子も共に入院する母親等々…枚挙に

りのままを見て頂くべく

● 新年のご挨拶

30

80

暇のない不都合な実態がありました。ヘ

10

私たちは、
「障害」という言葉を生きていく上での困難さと捉え、その困難な状況下で精一杯生きる利用者
【法人理念】

2019 年 1 月 25 日発行

NO.４

の有する権利と人格に対して、最大の敬意を払うとともに、私たちが行う支援が効果を上げるべく、自己研鑽を行い、私た

ちの職務が利用者の福祉に貢献することを喜びとして、目前にある使命を、諦めることなく熱意をもって果たしていくこと
が私たちの事業に対する姿勢です。

フェニックスにつなげる重心施設の起点としての

後、重症心身障害児者入所施設として開設された

この通所施設・四天王寺さんめい苑は、その

に〝ゆらっとステーション〟を平成

大阪支部所在地として在り、更に、そこより西

の会である全国重症心身障害児（者）を守る会

センター内に当法人の居宅介護事業所と当事者

（平成 27 年）

(開設年)

さらに南進し、鶴ヶ丘駅近くには咲笑（さくら）

れました。利用者の方々も多数ご参加され、も

昨年 月 日 日( 晴)天の下、毎年恒例のお餅
つき大会がゆらっとステーション玄関前で行わ

お餅つき大会

がみどり教室の分場として発達障害の方の支援

ち米２斗（＝

升）を杵と臼でつき、それぞれ

好きな形に丸めて小餅を作りました。

たまたま前を通りかかったお母さんや子ども

さん、外国の方もお餅つきを楽しんで行かれた

用しやすい場所づくりに突っ走ってきたように

物詩、杵と臼でのお餅つきをこれからも続けて

も機械が自動で作ってくれます。昔ながらの風

最近ではお餅もお店ではパック入り、家庭で

ことは嬉しい次第です。

思いますが、遠隔の不便な地でなく都会のど真

上げます。ありがとうございました。

ご協力をいただきました皆様に心より感謝申し

※帝金株式会社様、育徳保育園様をはじめ、

行けたら、と思います。

猪突猛進でレッツゴー！！

す。

して一人一人が勇気をもって行動することで

ん。誰かがやってくれるのではなく、当事者と

いる人たちに幸多かれと願わずにはいられませ

を合わせて頑張りましょう。ひたむきに生きて

け、この地で安心して暮らせるようみんなで力

児者のいのち輝く未来社会のデザイン」に向

デザインとのことです。それにあやかり「障害

ました。そのテーマは、いのち輝く未来社会の

２０２５年は、大阪での万博開催が決定され

ます。

積した課題に取り組まねばならないと思ってい

道を北に南に延伸し、更には西に東に拡げ、山

ん中に堂々と住む、これはとても大事なことで

年間は、重い人達の利

16

す。今後とも私達当事者は一致団結し、重心街

以上のとおり平成の

12

年

位置づけにもなり、遠隔地しか無かった施設が近

し、重心の人達の通所施設・ゆら（愉笑）を、

年に取得

場に造られたという事実としても大きな意味をも
つものでした。

（平成 18 年）

20

このように大阪の重心施設は親の願いから平成
にあたっています。

これらすべての施設はあびこ筋・地下鉄御堂

年の入

所施設フェニックスが開設されるに至り、１か所

(平成 18

(平成 25 年)

害者にとって大事な要素です。

筋線に近い至便な場所に在り、この便利さは障

～あびこ筋は重心街道～
（天王寺から鶴ヶ丘まで）
以上は他法人が運営する施設ですが、当法人運
営の施設に目を転じると、平成６年、元保育所の
園庭に作られたみどり教室は、親が資金集めから
用地確保、建築に到るまで、いわば小さいながら
も手作りで作り上げた最初の施設です。沢山のボ
ランティアの方々に関わって頂いた施設（当時は

人の方々が起居され

10

30

した。

宛ですが通所から入所までの一本の道筋がつきま

８年の通所の四天王寺さんめい苑から同

25

10

無認可）で、法人所有の物件の第一号でもありま
年に建設し現在

（平成 22 年）

(平成 6 年)
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18

す。一方、生活の場として、昭和町にクローバー
を平成

22

ています。次の西田辺には、育徳コミュニティー
（平成 8 年）

事業所通信
生活ホーム クローバー
毎年恒例
お楽しみクローバー旅行 ２０１８
クローバーでの暮らしは、平日はそれぞれの
職場（事業所）へ、休日は思い思いの場所への
おでかけ（外食や、散歩、買い物、趣味の活動
などなど）そして、一日を終えられての入浴、
食事と、毎日があっという間に過ぎていきま

Ｓさん・・・実際にはＳさんご自身が一番嬉し

そうにされていました。が、今回の記念にと金

験をされました。
日常とちがう時間を共に過ごすことは、私た

沢のお菓子をさり気なくお母様に手渡されてい

『秋の高山祭り満喫ツアー』
（十月九日～十日）

◆飛騨高山祭り

旅姿七人衆でした。

愉快でジーンとしてとっても美味しい金沢の

なみに同行者は金沢おでん）

わらず、あっという間に召し上がりました。
（ち

市場〟で超新鮮な海鮮丼を歯の治療中にもかか

Ｄさん・・・旅の目的通りに金沢の台所〝近江

た場面に同行者も胸が熱くなりました。

ちスタッフにとってもとても新鮮で、毎回ちが
う発見をさせて頂きます。
さてさて次回はどんな旅行となるでしょう
か。
また新たな非日常の時間を過ごせるよう、今
日もゆっくり入浴、しっかり食事に睡眠と当た
り前の時間を大切にしたいと思います。

◆サンダーバードで行く金沢
九月初旬金沢一泊旅行へ行って来ました。サ
ンダーバードで兼六園に行くんだもん！」と熱

は、ある利用者さんの「有名なお祭りを観てみた

い」の一言から立ち上がった企画でした。

初日は岐阜の小京都と呼ばれる郡上市を訪

れ、風情ある街並みに佇む郡上八幡博物館で、

郡上踊りのレッスンを受け、地元の若い踊り手

さんと一緒に踊りを楽しまれました。

お宿は下呂温泉の『水明館』、以前天皇皇

后両陛下も御宿泊さ

れた由緒ある旅館

で、美味しい飛騨牛

ディナーに舌鼓を打

ち、立派な露天風呂

で旅の疲れを癒され
ました。

二日目はちょっぴ

り早起きをして、高
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望されたＮさん，親孝行にと、お母様を誘われ
たＳさん、とにもかくにも美味しいものをいっ
ぱい食べに行きませんか？とのお誘いに乗って
下さったＤさん。三者三様、旅の楽しみ方をご
紹介いたします。
Ｎさん・・・実際は
乗車後すぐ居眠りを
されていましたが、
利用した福祉タクシ
ーの女性ドライバー
さんに舞い上がられ
帰阪後の開口一番
「水戸の偕楽園に行
って来たよ。」には
同行者もひっくり返
りそうになりまし
た。

高山祭りの賑わい～外国の方も一緒に

す。
そんな毎日の中で、ちょっとでも楽しみをと
毎年計画されているのが一泊の旅行です。
どこへ行こうかと計画する中で、皆さんの意
見などを参考に、今回は「サンダーバードで行
く金沢」「飛騨高山祭り」
「高野山」の三箇所と
なりました。（行きたいところを一ヶ所選んで頂
きます。）
メインの観光に加え、前回も楽しんだ体験型
の企画も盛り込み、それぞれ違った旅行となっ
たようです。
金沢では、特急電車に乗ることに加え、金沢
名物の金箔張り体験、皆さんきれいな絵葉書を
作ってこられました。高山では、郡上八幡での
食品サンプル作り、美味しそうなえび天やレタ
スが出来上がりました。高野山では、南部に行
き梅ジュース作りに、みかん狩りと美味しい体

金沢風情を満喫！

に降られず、江戸時代から三百年以上受け継が

さんの日頃の行いの良さか、何とか午前中は雨

行きを心配しながらの道中となりましたが、皆

山市を目指しました。雨天中止ということで雲

た。

も多く、美しい景色に感動されているようでし

登録されているだけあって、外国の観光客の方

できて、幸せな気分になれました。世界遺産に

年金等の相談会のご案内

山車と大名行列が、古い町並みをゆっくり進む

大きくはありませんでしたが、十一台の美しい

れる高山祭りを見物出来ました。規模は決して

墓が宗派に関係なく並んでいる様は、まさしく

な杉並木の中、多くの有名な武将や大企業のお

中の橋から奥の院まで歩いていきました。巨大

我々は現地ガイドの方の案内を聞きながら、

人の運営する事業所を利用されておられる皆様

年金等の相談会を毎月開催しております。当法

重症心身障害児・者を支える会の主催として、

にご協力をいただき、当事者の会である大阪府

社会保険労務士事務所アヴァロンの伊藤先生

様子に、歴史を肌で感じたひと時でした。

も活用していただけますのでご案内いたしま

今回はマイクロバスの旅で、車椅子固定の方

我々はその後高野山を後にし、みなべ温泉へ

障害年金などのご講演もされておられ、年金に

も増えています。助成金活用や労働環境整備、

別に分かり易くご説明いただけ、利用される方

一人ひとりのケースに応じたアドバイスを個

と向かいました。「ホテル＆リゾート ＷＡＫＡ

関すること以外でも受付けております。

●日時 平成

年２月

日（水）

時半～

日（水）

どうぞお気軽にご相談ください。

ＹＡＭＡ ＭＩＮＡＢＥ」というきれいなホテ
無事にクローバーに帰ってきました。
今回はレンタカーを利用しての旅行となりま

３月

いずれも

大阪市住吉区万代東１の３の

時

ルで一泊した後、翌日はミカン狩りを堪能し、

ていました。

す。

は腰への負担が心配さ
れましたが、クローバ
ーに帰ってから感想を
伺うと「最後は死ぬほ
ど腰が痛かったけど楽
しかったから、また来
年も何処かに行きたい
です♪」と笑顔で応え
て下さいました。

したが、少人数で自分たちのペースでゆっくり
と旅行ができたので良かったです。

13 13

●場所 ゆらっとステーション１階面談室

10

31

●申込み・問合せ
社会福祉法人
大阪重症心身障害児者を支える会事務局
ＴＥＬ ０６・６６９０・５３６０
ＦＡＸ ０６・６６９６・９９５５

●主催 大阪府重症心身障害児・者を支える会

●費用 無料

12

19

◆高野山
十月三十一日から一泊で、高野山と紀州みな
べ千里浜温泉へと行ってきました。クローバー
の利用者４名とヘルパー４名の合計８名での旅
行となりました。
初日の天気は快晴で、山の空気の冷たさが心
地良い感じでした。また高野山は、ちょうど紅
葉が一番美しい時期になっており、青空に赤い
紅葉が映えていました。恵まれた時期に旅行が

高野山で紅葉狩り
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ここが聖地であることを肌で感じることがで

みなべではミカン狩り

き、利用者の皆さんも少し神妙な顔つきをされ
高山では食品サンプル作りに
もトライしました

～「触れる」ことの

ハプティックセラピー
て実践と普及に携わっています。ハプテ

法により「ハプティックセラピー」とし

ァルク博士がそれらの理論に基づいた手

野の研究で著名なベーリット・クロンフ

医療や福祉分野で

とも挙げられます。

増強が抑えられるこ

り不安による痛みの

また、安心感によ

大切さ～

ィックセラピーは、スウェーデン・クオ
リティケア（ＳＱＣ）

ーを行い、
「ケアする

は職員同士が互いに

ャ語に由来し、「触れる」「触感」さらに「触覚」

「ハプティック（Ｈａｐｔｉｃ）」とは、ギリシ

リラクゼーション、ストレス解消、睡眠改善など

液循環の改善、免疫力向上により傷の治りが改善、

痛みの緩和、胃腸の機能が改善、便秘改善、血

ハプティックセラピーでは、肌に柔らかく

とで、世界的に注目されています。

す。最近、健康や美容にも効果があるとのこ

ルモン」や「愛情ホルモン」と呼ばれていま

出産直後に母親の身体で分泌され「幸せホ

オキシトシン・ホルモンの分泌増

立てる試みが始まっています。

とで、ストレス解消や信頼関係の深まりに役

ハプティックセラピ

（ info@swedishqualitycare.jp
）によ
り、日本を始め海外数カ国で研修・教

人のケア」というこ

生活介護事業所「ゆら」では、現

育・実習を行っています。

場でハプティックセラピーを取り入れています 。
今回はなぜ、このハプティックセラピーを取り入

②

れているかを解説します。

「触知」など、
「触れる」ことに関する意味です。

が挙げられ、これらは一般のマッサージでも結果

●ハプティックセラピーの効果

スウェーデンでは１９６０年代、未熟児のケア

的に得られる効果ですが、ハプティックセラピー

●ハプティックセラピーとは

の 中で手に 触れるこ とによ る発育が 顕著であ っ

の特徴は次の通りです。

分泌されて血液中に流れ、穏やかさと安心感

触れ、触覚神経の刺激によりオキシトシンが

をもたらします。その感覚はまた「気分がよ

昨 年 の Ｎ ＨＫ の Ｂ Ｓ番 組で も ス ウ ェー デ

柔らかく触れられていることにより、受け

ン式のセラピー「オキシトシン・タッチ」と

くなる体験」を生み出します。受ける側だけ
認知症や障害を持つ方々は周りとのコミ

して紹介され、病気や美容に対する身体的働

る側は「安 心できる手にゆだねられ ている 」

ュニケーションに困難さを抱えておられま

き と 安心 感な ど の精 神的働 き が示 され てい

でなく、行 う側にも幸福感をもたら します 。

すが、
「自分が慈しみを受けている」、
「今、

体領域を確認・認識することにも繋がるので、

触覚神経が刺激を受けることで、自分の身

自分の身体領域を確認・認識

ました。

という気持ちが湧き起こり、受ける側と行う

③

人に認められている」という意味合いを感

生の質）の向上に繋がります。

ａｌｉｔｙ Ｏｆ Ｌｉｆｅ＝生活の質、人

に繋がり、その結果日常的なＱＯＬ（Ｑｕ

じることで、その方ご自身の自意識の向上

側との間に親密感や信頼感が生まれます。

① 安心と信頼感

たことに着目したマッサージの手法が開発され 、
その後、障害児のケア、またがん患者の終末期に
おける緩和ケアや高齢者ケア、認知症ケアでの実
践へとその領域が広がっていきました。さらには
健 康目的や コミュニ ケーシ ョン手段 として一 般
家 庭や教育 の場など 広い範 囲で活用 されてい ま
す。学校では生徒同士の関係改善や集中力向上の
効果で取り上げられています。
筋肉の疲 労回復を 目的と した皮膚 を強く押 す
一般的なマッサージではなく、主に手や足、背中
を 両手で柔 らかく撫 でるよ うにマッ サージす る
ものです。
注釈：スウェーデンでは、
「タクティール・マッ
サージ」「タクティール・タッチ」「タク
ティール刺激」と言われており、この分
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症 や 障害 を持 た れた 方には 感 覚機 能の 改善

セラピーを継続して受けることにより、認知
ン・ホルモンが分

ると、オキシトシ

気を取られたりす

して効果を引き出すために重要なことは、物理的

段 と して 有 効で す 。そ

コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ン手

者 の 方々 と のよ り よい

ィ ッ クセ ラ ピー は 利用

こ のよ う に、 ハ プテ

ます。

泌されにくくなり

に繋がる可能性があります。
●効果を引き出すためのポイント
①「包み込む」
ハプティックセラピ
ーの手技の基本は「包み
込む」ということです。
行う側の手によって、受
ける側の手や足、背中を

手法だけでなく、行う側の精神的な状況、心は落

セミナーの様子

（大阪市住吉区万代東 1 丁目 3 番 19 号）

包み込むように柔らか

（SQC ハプティックセラピー公認インストラクター）

ち付いているか、怒りや不安はないか、「してあ

■開催日：２０１９年２月２０日(水)
１３：００～１６：００
■講師：三田 富美代氏

くマッサージします。
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げている」という恩着せはないか、こういった状

■場所：ゆらっとステーション

（「包み込む」というのは、緩和ケアの国際

況 は受ける 側に伝わ り効果 にも関係 してくる と
思われます。しかし同時に、セラピーを行うこと
で受ける側に安堵感や幸福感が生まれると、それ
が行う側にも伝わり、行う側にも喜び、やりがい、
幸福感がもたらされます。
様々な人間関係において、新しい形のコミュニ
ケーション手段として期待されます。
（参考：
「ハプティックセラピー」スウェーデン・
クオリティケア発行）
★ハプティックセラピーセミナーは２月（初級）、
４月（初級～上級）に開催される予定です。ご関
心のある方は是非ご参加ください。

■費用：25,000 円（SQC 会員 20,000 円）
■問合せ：支える会研修センター
ＴＥＬ 06－6690－5360
ＦＡＸ 06－6696－9955
ＭＡＩＬ study@sasaeru.or.jp

的定義「パリアティブケア」＝「マントで包
む」に共通するもので、ハプティックセラピ
ー が 緩和 ケア の 補完 的手法 と して 有効 であ
る所以でもあります。）

一連の流れで

くゆっくり撫でるようにします。

強く速くマッサージするのでなく、柔らか

② ゆっくり撫でるように

③

途中で手を離したり途切れたりすると、受
ける側は「どうかしたのかしら？」という不
安に繋がるため、一連の流れでスムーズに行
います。
④ リラックス
受 け る側 も行 う 側も リラッ ク スす るこ とが
必要です。緊張したり、周囲に気を使ったり

ハプティックセラピーセミナー
初級コース（背中）

喀痰（かくたん）吸引等研修 ＜第３号研修（特定の者対象）＞
喀痰（かくたん）吸引等研修は、一定の条件の下でたん吸引等業務
を提供することができる介護職員を養成するための研修です。研修
（実地研修含む）の修了によって、施設や居宅サービス等で喀痰吸引
などを行うことが認められます。
■開講日時：２０１９年２月９日(土) ９：００～１９：３０予定
■会
場：ゆらっとステーション（※ 地下鉄御堂筋線「西田辺駅」徒歩１２分
※ 阪堺電軌上町線「姫松駅」徒歩９分 ※ 大阪シティバス「播磨町」徒歩１分 ）
■申込み方法： 電話、ＦＡＸ、郵送、メールにてお申込み下さい。
＊氏名、ふりがな、郵便番号、住所、ＴＥＬをご記載ください。
■費 用： ２５，０００円（テキスト代、消費税含む）
★郵便振替：００９２０－８－１７４９７９
口座名義：社福 大阪重症心身障害児者を支える会〔ﾌｸ) ｵｵｻｶｼﾞｭｳｼｮｳｼﾝｼﾝｼｮｳｶﾞｲｼﾞｼｬｦｻｻｴﾙｶｲ〕
■主催者： 支える会研修センター
■申込先： 〒558-0056 大阪市住吉区万代東１丁目３番１９号 ゆらっとステーション内
TEL： ０６－６６９０－５３６０ FAX： ０６－６６９６－９９５５
■定 員： １０名
E-mail： study@sasaeru.or.jp

「重症児者が地域で暮らし続けるための社会資源について」
～ 住み慣れた場所で自分らしく生きて行く ～
■日 時：２０１９年３月２３日（土）１３：３０～１５：３０（受付１２：３０～）
■会 場：大阪国際交流センター小ホール（大阪市天王寺区上本町 8－2－6 TEL 06－6772－6729）
■講 師：清 水 明 彦 氏（ 西宮市社会福祉協議会

常務理事 ）

■参加費：５００円（当日支払い） ※ 大阪府重症心身障害児・者を支える会会員は無料
■定 員：１００名
■主 催：大阪府重症心身障害児・者を支える会
■申 込：下記にＦＡＸ、またはメールにて申込み下さい
問合せ 大阪府重症心身障害児・者を支える会事務局
ＴＥＬ：０６－６６２４－２５５５
メール：

ＦＡＸ：０６－６６２４－２５５６

osaka@sasaeru.or.jp

■締切：定員になり次第

「オムツと排泄の仕組みについて」
■日 時：２０１９年２月２６日（火） １０：３０～１２：００
■会 場：ゆらっとステーション ３階 （大阪市住吉区万代東１丁目３番１９号）
■講 師：株式会社はいせつ総合研究所 むつき庵
副所長 熊井

利將氏

■参加費：無 料
■申込み・問合せ：各事業所、または下記に電話、ＦＡＸ、メールにてお申込みください。
社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会 事務局
ＴＥＬ：０６－６６９０－５３６０
ＦＡＸ：０６－６６９６－９９５５
メール：center@sasaeru.or.jp
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Ｃａｆｅ「ＹＵＲＵＲ
ｉ」はゆらっとステーシ
ョンの一階にあります。
ゆらの就労活動の一環と
して、利用者の方々がス
タッフと共にお客様をお
迎えしています。ご注文
を伺ったり、お水をお出
ししたり、会計をしたり
等々。難しいこともあり
ますが、各々ができるこ
とで「ＹＵＲＵＲｉ」に関わっておられます。
ゆらっとステーションの「ステーション」には、
作業場所や施設、根拠地のほかに、「地域の拠点」

月３日から９日ま

月３日は国連が定める「国際障害

編集後記
毎年

者デイ」で、日本では

でを「障害者週間」
（注）と定めています

が、まだまだ周知されていないようです。

また、障害者差別解消法などの法制度やノ

ーマライゼーション、心のバリアフリーと

いう言葉も、関わりのある方々にしか知ら

れていないのが実情です。これらが絵空事

でなく、障害のある方々が本当に参加でき

るような社会の実現には、まず関心を持つ

ことから始まるのではないでしょうか。

「愛」の反対語は「憎」でしょうか。マザ

ー・テレサ（キリスト教の修道女）は「無

」や「あんてな」がそうし

関心」と語っておられました。

「ＹＵＲＵＲ

た関心のほんの小さな入口になれたならば

３のＰ、２「実践発表会」

良いのですが・・・

★「あんてな」

の欄で「ＰＡＳネット理事長の上田晴男氏」

を「ＰＡＴネット」と誤ってご紹介しまし
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という意味があります。その中にあって、「ＹＵ
Ｒ Ｕ Ｒｉ 」が 正に 近隣 地域 の 皆
様 、 ゆら の利 用者 の方 々や 親 御
さ ん 方、 スタ ッフ が互 いに 繋 が
り 、 交流 をも つ場 とな るこ と を
願っています。

利用者の皆さんが作成に関わられた
ヘアゴム・アクリルたわし・雑巾・Ｔ

皆さま、気軽にのぞ
いてみて下さい！

12

た。大変失礼致しました。お詫びして訂正さ

せていただきます。

11

ど な たで も ご利 用 でき ます の

(１５：３０ラストオーダー)
日曜祝日は休み

12

発行元
社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会
〒５４５‐００２１
大阪市阿倍野区阪南町２丁目 番 号
ＴＥＬ０６・６６９０・５３６０
ＦＡＸ０６・６６９６・９９５５

23

で 、 皆様 、ど うぞ お気 軽に お 立

i

No

YURURi

ち寄りください。

営業時間
１０：００～１６：００

シャツ・カップ・表紙に染色を施した

ノート、また、事務用品など、様々な
雑貨を揃えています。

メニュー
コーヒー(温・冷)
紅 茶(温・冷)
りんごジュース
オレンジジュース
カ ル ピ ス
各250円
利用者 I.T.さん

Cafe
シンプルで素朴なアイテム
を好みのセレクトで集めた
小さな雑貨屋さん

少人数のちょっとした打ち合
わせにもご利用ください

雑貨販売も行っています

（注）
「国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、
その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的」としています。（内閣府）

