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お願いしますノ

障害者の豊かな社会参加をめざして

隙害者地域活動ホーム
﹁しもだ﹂は︑釦年という
節目の年を迎えています．

枇浜市の小さな福祉の拠
点として︑幼児から大人の
障害者︑家族と共に活動を
してきました︒

その間︑福祉の制度も幾
たびか変わりました︒現在
は﹁しもだ﹂﹁ともだちの丘﹂
﹁もとみや﹂﹁ふれあいの家﹂

の４館でＮＰＯ法人げんき
として︑力を合わせ助けあ
いながら活動しています︒

それぞれの個性を生か
の場を広げ︑頼りになる身

し︑より一層充実した活動
近な福祉の場へと︑活動を
展開しています︒

お天気に恵まれ一

気持ちの良い風・垂

に踏み込んでいく不安な気
持ちがありました︒

バザーボッブランドに

天気は最高峯

大成功″

所長水越弘子

活動ホームしもだ

地域の皆さまと共に︑鉛

年という活動の記念の年を

迎える事ができ︑大変蝋し

く思っております︒これも

ひとえに︑しもだを支えて

下さっている皆さまのご理

解︑ご協力のお蔭だと思っ

顔がとても明るくそして素

けれども所員さん達の笑

その釦周年記念のバザー

敵で︑キラキラしている表

ております︒

も︑大盛況のうち無馴に終

ずっと関わっていけたらい

情を見た時に︑自分に何が

いなという︑ふわっとした︑

える事ができ︑心より感謝

思い返せば︑ふと自分が

そんな気持ちからの始まり

出来るかわからないけれど︑

ここに来た時の事を思いだ

だったのかなと思います︒

しくお願い致します︒

皆さまこれからも︑よろ

たいと心から思います︒

動ホーム﹁しもだ﹂であり

わずに寄り添っていける活

これからも障害児・者を問

しての役割を感じながら︑

の大切さや︑地域の拠点と

皆さんの人生に関わる事

はありませんが．・・・

現在もあまり考え方に進歩

します︒学校を卒業してす

繊一

ぐでしたので︑新たな世界

申し上げます︒

秋まつり。コスモスエ房のお店
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め︑地域生活支援を主眼に
大きな変化を銃けておりま

よる地域生活を実現するた

障害のある方の自己決定に

援費制度に娠換して以降︑

より安心して生活できる
地蛾となるよう︑隙番福

港北区としましても︑
障害のある方にとって︑

とと思います︒

とだなという思いもいたし

ますと︑まだまだ理解の及
ばぬこともあり︑大変なこ

なりますが︑握り返ってみ

活動ホーム﹁しもだ﹂の

っております︒

す︒貴ホームでは︑従前よ
いただきますようお願い

祉施策を進めてまいりま
すので︑引き続きご協力

毛冗

り︑地域との交流を大切に

お祝いして

加周年を

日々の活動を続けてこら

田るみ

中に入ってみますと組織

ました︒

万に否でマテー﹂ｉ﹃主
世話になりまして︑大きな
目標を達成することが出来
感鱒申し上げます︒

ました︒

先人に
感謝して

っておるのが現状ですが︑

しない事にぶつかって戸惑

剛姿日長高橋定雄

播動ホームしもだ運徹要貝金

ホームのますますのご発

動拠点として誕生して以来︑

障害児者の地域における活

のこと運営の間皿錬想像も

運営のことから雇用︑人事

した︒また︑一人ひとりに
一歩ずつで良いので︑職員

活助ホームＬもだ運鴛委閲会

活動ホームの最大のイベ
たのではないでしょうか︒

俄多の苦碓推米Ｕ越えて来
これまでの苦労された方
々に心から感謝申し上げま

ご家族や職員の方が中心と
がさわやかな五月晴れの中︑

今年も５月釦日︵日︶に
なり︑日吉地区と高田地区
盛大に間催されました︒今

ントは地域交流バザーです○

本ですが︑皆様方のお知り
の各種団体の方にご協力い

基本的には求人媒体に募

合いに柵祉に関心のある方
ただき︑総延べ人数知名の

集をかけて採用するのが基

や︑お手伝いしていただけ

活動を展聞しています︒
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いのが現状で大変苦労して
いますので︑周囲の協力が
大事であります︒どうか活
動ホームを末永く見守り協
力くださいま玄概に念じて︒

︑
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活動ホー・ムは時代ととも

に運営の仕方や事乗内容︑
建物の大きさなど︑変化し

てきたこともありまず︒
︵昭和

年︶は︑従来の活

﹁しもだ﹂が設置きれた臓年

が認められた年でした︒

動ホームの倍の面積・伽㎡
活動ホームには変化もあ
りましたが︑制度養生の卿年
︵昭和弱年︶から﹁大切に

していること﹂は変わるこ
﹃子供から大人まで年齢を

とはありませんでした︒

活動できること﹂︑﹁暮らし

超えて︑多様な憲害の方が
の中で必要なことをみんな
で考えて取り組んでみるこ
と﹂﹁地域とともにある色

してやみません︒

ますますのご活躍を期待

と思います︒

し︑深く感謝申し上げたい

皆橡のご努力に敬意を表

タッフの方々など関係する

害の方や地域︑家族︑ス

最後に︑運営に関わる障

思います︒

さんの﹁蹴り物﹂を稲み上
げていってくださることと

し︑これからも創り︑たく

んで創ってこられました

ともに必要なことをみなき

これまでの訓年︑時代と

ていらっしゃいます︒

ーをはじめ︑日常活動の中
で︑﹁地域とともにあるこ
と﹂をとても強く意識され

特に年一度の大規模バザ

方痔です︒

る皆さんは多様な障害の

ます︒調練会の皆さんと共
に活動し︑日中通われてい

し︑みごとに実を結んでい

はその﹁賊り物﹂を生か

﹁しもだ﹂の鋤年の活動

思います︒

物﹂︑﹁鮒り物﹂であったと

に取り紐まれてきた﹁賜

らず﹁大切にしていること﹂

も︑先鑑活動・不Ｉムが変わ

と﹂干す而菰が蝿えたの

ては全く祭知で知識もなく

当初︑活動ホームについ

した︒

より引き継いで副委興提に
なり︑現在まで歩んでき室

７年前副委員長であった前
下田町自治会会長栗山ざん

関わりを思い出してみたい︒

振り返って活動ホームとの

きて︑錐釦回肥念バザー

す︒

る方を細介してもらうなど

係者の協力に支えられて︑

の行邪だけでなく︑普段は

折々には各館の抱える課
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だと思います・

年を迎え︑創業時の方達の
ご苦労は計り知れないもの
これまでの鋤年をべＩス
に経営の充実を図っていか
なければなりません︒僻に

順調に成長してきたことを

人手不足の解消を回り人事
面での問題の解消が第一と

であったが︑前理事畏薄井

惑いなど︑四苦八苦の連蕊

中国の時人陶瀞の冨葉︑

活動ホームはバザーなど

感鮒し忘れてはなりません︒

﹁時におよんでまきに勉励

います︒また︑空き缶つぶ

クッキー・手芸・書迩・絵
画などの活動に取り組んで

か今日まで参りました︒

さんのご指疎によりなんと

ず﹄を心の糧として︑下田

しなど創意工夫してみんな

すべし︑歳月は人を待た
町自治会長として活動ホー

楽しくやっています︑

反面︑指導するリーダー

ム副巡哲委員長の立珊で努

の苦労は並大抵ではないこ

力してきましたが︑まだま
だ先人の域には遠く及ばな

とを十分に理解してほしい︒

この載場のみならずなかな

いと思っています︒
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地域の皆棟には︑今後

に応じて協縦し︑将来の

共一屑のご指沸．ご支授

きて先般︑十数年ぶりに

広い会協・熱気・入場瓶

ます︒

番待ちをする来場者等︑ま

を賜りますよう宜しくお
願い申し上げます︒そし

四館の一層の発展に資す
ることが出来ればと存じ

さに地域が一体となっての
祭りの印象でした︒謝先甑

た﹁活動ホームしもだ﹂

てめでたく鋤周年を迎え

烈な感動を受けました︒

からの伝統の積み重ね︑関

たします︒

の更なるご発展を祈念い

係者のご努力に深く敬意を

地域交流バザーにお伺いし
ましたが︑その賎わいに強

活動に深く感謝申し上げま
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﹁鋤周年記念交流
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雲事長小沢義雄
皆様に於かれましては
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上げます︒

受付を守る（右・高橋副委員長

ご尽力いただいているこ
とに︑心から感鮒を申し

結びになりますが︑貴

運営委員長になって１年に

れ︑本市の障害福祉施策の

区妥

ホームしもだの創立測胤
充実に貢献していただきま

申し上げます︒

います︒また︑日頃より︑

片野委員長、バザー会坦を見回る

年︑誠におめでとうござ
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元気にプール遊びＩ維舜嘩桂

壁が雌峨維柵歴

たとばかりにそれぞれの水

毎年夏の時期は︑火雌ととても楽しそうです
土暇の活動日ともに︑普段プール遊びの時間になる
は散歩の時間がプール遊びと︑子供達は待っていまし
になります︒

活動開始前に大小のビ着に葱替え︑皆の掛け声と
ニールプールを用意します共に準備運動をし︑外に出
が︑大人が準備をしているてプールに入ります︒
と︑子供達もキラキラしたバケツに水を汲みプール
目をして駆けつけ︑手伝っからプールへ水を運ぶ子︑

車やポンプで遊ぶ子︑プー

りをする子︑おもちゃの水

合いをする子︑お花の水や

シーニウロを片手に・水の掛け

に笑顔になります︒

見守っている大人達も自然

が溢れていました︒周りの

それぞれのとてもいい笑顔

を・刀ざ子宝・二盲↓二二コの了．

せて︑会場を彩りました︒

れたバッグやポーチとあわ

合いもさまざまに︑加工さ

き織りの反物は︑長さも色

ですが︑もうしばらく子供

プールは夏の暑い日限定

レスの展示も︵普段八代さ

別に作ったビーズのネック

んがこの展示会のために特

んは日中活動でビーズ制作

在廊し︑実際にはた織りを

ご本人も一週間かれんに

はしていません︶︒

ニヌモヌエ房の所員〆

している姿を披露しました︒

毒ご寄付をいただきました

れ︑展示・販売を行いました︒

神宮崇敬会様︑日吉地区社

仲田パートナーズ様︑明治

柏愈建設︵株︶様．梅沢様ゞ

ありがとうございました

客様であふれかえりました︒

会福祉協識会様︑佐藤正明

念Ｏ四五 五六二−三六○○
砿○四五 五六二 五九九一

〒漁Ｉ咽柵浜市港北区下田町

運営蕊貝長片野芳昭
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ざいました︒

頂きました︒ありがとうご

様からご寄付．ご提供品を

またバザーでは多くの皆

山田和洋様︑田中菊子様

様︑塩原様︑山極洋子様︑

加年織り続けている布さ

連日︑会場はたくさんのお

山ギャラリーかれんで催さ

ら６月羽日︵土︶まで大倉

之展﹂が６月賜日︵月︶か

代俊之さんの個展﹁八代俊

織り続けて加年

も大人も楽しめそうです夕

織り製品の他に︑八代さ

ルに寝そべったり頭から水
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日の気分でほかの場所に行

﹁ららぽ−と﹂イトー
ョーカドーのおもちゃ売

くこともあります︒
﹁ブックオフ﹂一番好きな

り場︑サンリオショップ︑

もうすぐ２歳になる姪

場所です︒ぬいぐるみやゲー

くらい集めていますが︑光っ

が遊びに来た時には動物

ディズニーストアがいつ

コスモスエ房に通う日

ていればまた買ってしまい

園や公園へ出かけます︒

ム機︑ＣＤを安く買います︒

は７時半に起きているの

ますやいろいろ見て歩くだ

ズーラシアにも何度か行

もの買い物コースです︒

で︑休みの日はとにかく

けでも２〜３時間はすぐに

ふなつし−のグッズは釦個

良く寝るようにしていま

ち歩きの頃だったので＄

きましたが︑まだよちよ
﹁トレッサ﹂トイレの数

また出かけたいと思って

過ぎてしまいます︒

くり朝食をたべて︑さあ

が多くてきれいなのが気に

います︒

入っています︒よく行くの

す︒ゆっくり起きて︑ゆっ

休みの鋤

奮

︾出発です︒だいたいお父
一さんと車で出かけます︒
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自作の反物をパックに、はた織りをする八代さん
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