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こと jjs'あれば、と悠ったのがふめたき“つがけです一。

はじめは大変不安に忍いましたが、みなさんにお会いTるえびi二、台分が弱気づけられ、

ふん~立 (J)笑顔会見ていると、いろいろとおしえられる，雲、いです。おかげで活数;jミームj之条る

ように必って、予字予任、ヰヨ:iE、刻字、君主月五等々まだまだあり、特さんと-[1合選ごせる季五ぶ楽

これからも、みなさんに負けないように、がんばってげきたいと，思っていま
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今f五:'~ 涼しくと fねぎミ容を金支みたし、Jとち「善寺いなJと言う戸も間かないけど まtお jf行

の阪を護持〈と 「妥;ジコ夜Jなんだ:j と患いますー

今年も おさそいいざとだいて 設立三どりにれーきました。

はじめは F主役J苫ーも地主義に 顔rlliすごとが 大切だと思勺て添加していましたが‘♂?で以

後おどりのi也、少し主主主主て自立の人につづL、で おどるaわがとても楽しくなりました。
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司1・・・)そして 持してくれる人たわがよえのふーどちをおどります。 二人えな…人もとす。変乙D

決しみのひとつになちました。

チ{供、だちtたくさ人〆来てい“にらょうちんがたく iさん下がったi広場は、いっぱいの人て〆し

ぶfi子君主主主もとも触れふったり ぶつかりそうにな〉たりして、かきうれ71ながら進みま寸c

fめいわくかな勘 j と思うの勺ですが、「くるまいす}ごよ…じと政をかけて道を現行てくれだり

¥ずると祉なんとなく 一緒iこ添加している気がしてたのしかったですの いつも思うのですが、
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7月もi造、rにはいると、何となく?幸夫とれる夏め休みにfおJI十にたの

しい計l穫の つも勾えたいという以1告すA 今俸はやJだか、涼しい日が絞舎、みの紋l十るよう

な符いか:と r拘るく熊町付j'jる:太磁が恋、J くなり支すね行

さ勺亡、ねたらをあiり泰<t.長浜:7)福右上の後勢"は、今年むし

ろ受託子ド度予絡に10Jげての要喜三塁3さをまと iI)る終期になりました。

地域活動ホームゴ〉ゲイサーピスl土、いよいよ 4尽から三主主護費が導入され、総長込手IJ問者も

新しνfIiIJ[1lI'tとなれるまで、少なからず戸惑旬、やら試行錯綴やらもみち大変。

よI担当或作業所漆絡会i之、今年授の子~喜子主主の問題iこ引き統合取り組んでいて、なんとか幼rJ~

il主的の所主で援活さそ主?とし、と、 rr.言語会に陳情iとするか、 3古前鎖がし、し、O)t)'、卒者名表喜重力省どどうi墜

めるかど綴を絞り， ， そして、主主~rtï (J)干~E~rî卒警-i\í-援緩協会(応援協)と巾分会総祉協議会

との 体化に関‘するたく tさんの謙治". . Q 

7舎に隊主主喜々 の悦ぶiこiLち、主罰禁ミーの障害容浴絞め努F畿のとだ大きな役割をすむとしオときた在主妥

協の活動l立、まさに幼trjJ(で必需主じてきた、特務省や鍛えをの綴採りの bでおJc.)，cされてきたもので

これJ立をすのλ恥きな対E主であるといってちょミいと忠、いますε ニの機3詑E告念と殺新iLしJい明おの悩悩也宇矧祉j止; 

グめ〉潟t援義マ勺?ど うf交受受匙づj汁?誕絞まい

つでP王蓉主ら1すrド隊草2窓普若労??たとtちう;にニ3とごつ守てと口i立立;、 さらに発設がする必要さにj自られてこそいれ、 主義滋は死泌問

題につなぶっているの?す 3

ろそ

FAX 地域で主主ぎる綾害者接支える会選覇イ書

さで、こんな中で、新しいょっぱ;t;ーム第二館おへの取り統みが、来年3fj 0)ド令jの完淡

iY.十H言し、主主体的な室料簡浴室誌にはザミっていますc

主主言受殺は 1iさき北l主主斉点一附欝r (今の ょっぴホームj から歩いて 3分ほどの所て?す。)

主主 物i立命建築阪総 195rrI (約 59VI')マ、ノ丸庭警に合わーな設計ーのぬ討をと緩めていま

入勝容は・ 4人 fJ号I金2名、 女性立名 いずれも重次漢字整身体荷主害者〉
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これからジハセンターなど溺係者菱沼ど逮燃を取りながら進めてお呼ます，
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涛なかけられると真っぷになり、

ぷっと因ったように視線をそらす

し定通し 音量ずるおのにはじっと毒事い視線を送ちま完げる

ゆったりとした動きは、問閉め日寺を止める

ウルトラマン，バス、エコ…と一、この 3つがそろうと

“ウッホホ，"，，"，~jJ と々ま?秘めていたJりが反覚め、

大笑い、大き々然、導者早い重力きと

いつを〉の事妻子打さんとは号IJ人iこえまる時がある。
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人五三者の長まタんとiffIJょっぱ本…ムiこお役誌になってからはや 1

ごす日がとても楽しいです。忽選金曜日

1 0ヶ月 iこ長文りまし

1人1人が楽 してし、るリタエにストメニュ

していますc

ある臼のメ ューの1l担jを総ブトしますG
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ねも初めて'作るので、どんなグラタン々のかとても心絞っごしたが、 できたらとい々味見をした

ところなか々か茶味でした。きをさんとてもよろこんでくれてほっとし設した。

ごこれからも皆さんによろこλノて‘もらえる織に主義務っていきたいと患っていますっ
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今月はアノレバイトの方の紛介作と?十c

4Jiからょっぱホーふて'7ノレハイトをさをrて4、ただいており家守、卒tJ: 市長室

ゆか}です。大宗では心空室学を専攻し、孝生資や福祉など f人JIこ関わる学問tょっし、て…返り

さ詳んできましたo ti会に出て今年で 3年自になりまず。今年 3月まで東京多障壁mの児童吉宗で

芸当性麻母、の機懲役持つ女の子I})介助を仕事としていました。

君主夜以JII~崎の中学で側議長室ゑ〈タ芝生こは異なるま之さ議c::生徒、係長震波、教師の方々への心耳裂がj

サポートを行うもの〉を、また、;rこ主査校絞ったf;，(J)子3ヲメンタノレブレンド(窃こ伺い、お

しゃべちなどナるもの〉などを中心iにふが専門とする心理翌学を生かしたお似事をさせてい

ただいてぶちますコ

4浮浪i土手芸v大学LこE語り、らっと深く、体系金きに勉強し直し、滅多記した kで、より段、い f後;

長さのあり方j を幾多認し災践していくことが出来たらと考えてぶちまま二

今はその準備期間として、広い主策室撃でき華々なお仕事をi議して、体後告さに多〈のごごと告と学if-防

ていただいているところです。

入居者の戸 高畠勢湾予定ん

uグルーっf;t;-T，での金総、楽しいです3 ごぺ可、守三主主をやっ丈てり、へんパーさんたちとも

ピタミンえにど栄養の話なんかもしますくお話をします。家族ぬこととか、長奪三転の三重L、

ま::10

1:;入居する時l士、不安もありま

も長'i'1こ総まされたりして.リ

予を/うまがあるし

今はとても良かっ

8 J'l-l菩i立体みます。

ていけるのかな…Jと怠って。 て、

と、皆さんにp返事議ましています。

ご入会・ご継続ありがとうございます。
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