障害者雇用支援
月刊ポスター原画入賞

尾﨑知事より拝受

道

がみの育成園 田内直也

などに対する2012年度の知事表彰の表彰式

と、
日本道路協議会道路功労者表彰の伝達式が8月

害・求職者雇用支援機構理事長

20日、県庁で行われ、尾﨑正直知事が感謝状などを

奨励賞を受賞されました。

手渡されました。
◎知事表彰＝吉原山吹会（高知市）、
かがみの育成園

月間障害者と雇用 働く広場9

（香美市）

月号に掲載されました。

◎日本道路協議会表彰＝土佐はちきん連合（高知市）
多くの方々に喜んでもらえるように、今後も道路美化活動に取り組ませて頂きます。

〈題名〉明日は、出荷だよ

至 平成24年3月31日）

（単位：円）

1頁

資金収支計算書（自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日）

（単位：円）

1頁

平成

社会福祉法人 高知県知的障害者育成会 決算書

事業活動収支計算書（自 平成23年4月1日

年度

23

貸借対照表（平成24年3月31日現在）

ご意 見・ご感 想
機 関 紙「 わだち 轍 」に 関 するご 意
見・ご感想などございましたら、下記
連絡先までお寄せください。
い ただ い た 貴 重なご 意 見を今 後 の
機関紙づくりの参考とさせていただ
きたいと思います。

を経ながらも、多くの問題点が垣

が享受できるよう努力したいと思

に高知県精神薄弱児育成会が

択対象のサービスが増え、生活

間見られて不安を払拭する事が

います。

結成されて以来、本会の活動は

の場が多様化するのは歓迎す

できない状況にありますが、知的

私には忘れられない文書があ

歴史を刻み、本年創立60周年の

べきことですが、親が一番気にな

障がいのある人達の思いや、そ

ります。それをご紹介します。埼

記念すべき年を迎えました。

り、関心をもつのは、わが子が安

の家 族の気 持ちを支 援 する当

玉育成会のお一人の方の言葉

心して生活できるかどうかという

事者団体という姿勢を再確認す

として書かれていました。
「育成

ことです。障害者を取り巻く環境

ることにもなり、私たちの活動が

会の活動で親が楽をした分、子

は、あらゆる面で様変わりしたと

地域の皆様に見えるように取り組

供の幸せが遠くなるような気がし

は言え、地域社会の壁はまだま

んでいくことが大切であると感じ

て、
自分にムチを打ってきた…」

だ、大きく立ちはだかっています。

るところです。

この一文は子どもの幸せを願う

60年前には想像もできなかっ

平成15年には措置制度から

このような時 代であるからこ

親の育成会活動に対する気構

支援費制度に変わり、平成18年

そ、諸先輩方の努力を思い起こ

え、心意気をこの方は、私たちに

からは自立支援法が施行され施

し、会員の一 人ひとりが育 成 会

示しておられるように受け止めて

設福祉から地域福祉へと転換、

運動の原点に帰り、歴史と伝統

います。

そして「障がい者総合支援法」

を再確認するとともに、激動する

終わりになりましたが、今後とも

社会福祉法人 高知県知的障害者育成会

が成立しました。そのように福祉

改革の大波を乗り越え、会員相

高知県知的障害者育成会の活

理事長

制度も目まぐるしく変わり、育成会

互の結束を固めながら、地域の

動にご支援、
ご協力を賜りますよ

もその対応に追われました。

人々の理解、協力を得て私たち

うお願い申し上げます。

スタイルを作りました。
でメリハリがつき、今まで以上に

を迎え、多くの方々のお力添えを

笑顔で生き生きと暮らす様子が

頂き、
この日を迎えることができま

多く見られるようになりました。

2 減価償却費の累計額

656,141,946円

3 徴収不能引当金の額

円

（単位：円）

1頁

の一つである
『家族支援』
にも力

新しいレストランに展望風呂など

を入れ、短期入所支援や日中一

快適な住空間を備えることがで

時預かり支援の利用が増え、地

きました。特に居 室は利 用者の

域在住の皆様にもご利用いただ

個性豊かなお部屋作りとなりまし

いています。
これから先の50年を目指し、か
がみの育成園が大きな柱となり、
障害のある人やその家族の皆様

総合支援センターかがみの

住の場とし、
日中は利用者個々の

への支えとなれるように真摯に取

社会福祉法人 高知県知的障害者育成会

希望をもとに作業やリハビリなど

り組んでいきたいと思います。

FAX 088-855-6181
円

また、私たち施設の大きな役割

て事業を開始し、新入居棟は居

TEL 088-855-3717

1 受取人手形割引高及び裏書譲渡高

昼と夜を分けて生活を送る事

かがみの育成園50年目の節目

4月から障害者支援施設とし

R e p o r t ／取り組み報告

います。知 的 障 害 者にとって選

新 入 居 棟 落 成 式が行わ

た。

Message ／支援者からのメッセージ

障害者育成会は、昭和27年10月

それぞれの活動に出かけるような

新入居棟は広い廊下に個室、

t ／障害者の光る感性

の子どもたちが豊かな社会生活

月14日にかがみの育成園

した。

r

障害者福祉の度重なる改正

新入居棟の落成式が
執り行われました
れました。

A

たような大きな変化の時を迎えて

落成式

7

W o r k ／福祉で頑張る人たち

現社会福祉法人高知県知的

福永 康夫

脚注

Pe o p l e ／障害者の暮らしぶりを紹介

発行責任者：福永康夫
（社会福祉法人 高知県知的障害者育成会） 編集責任者：下元義孝
（社会福祉法人 高知県知的障害者育成会） 印 刷：社会福祉法人 すずめ共同作業所

路美化活動などに取り組むボランティア団体

さん（50歳）が、高齢・障

車が通ったあとに残る輪の
跡という意味から、
「 先人た
ちが築いてきたものを大 切
にしながら、未来へとつない
でいく」
という思いを込めて
つけました。

発 行：総合支援センターかがみの 社会福祉法人 高知県知的障害者育成会 〒780-0028 高知県南国市陣山531 TEL088-855-3717 FAX088-855-6181

法 人 機 関 紙 創 刊 に あ たって

か

道路美化活動で表彰

会 員の結 束 を 固め
育 成 会 運 動の原 点へ

祝!奨励賞

Vol 1

T o p i c s ／最新の出来事
カテゴリーの見 方

2012年（平成24年）9月│Vol.1

轍【 わ だ ち 】

2012年（平成24年）9月│Vol.1

祝辞

嶋﨑加代さん

手で絵も描くようになりました。元の右

たくさんのサポートが
咲かせた大きなひまわり

障害者福祉充実へ
大きな第一歩
盛夏のみぎり、歴史と伝統あ

2012年（平成24年）9月│Vol.1

ります。

朝、突然手に力が入らなくなり茶

手より上達した、
は言いすぎかなぁ。
仕事はタイム技研が一年の休職扱
いというとても暖かい配慮をしてくだ
さっていたので、
リハビリの大きな励み

嶋﨑さんにお話しを伺いました
●病気について
「病気になったことには案外驚かなかった。
しかたがないなって思った。病室にお見
舞いに来てくれることが、嬉しかった。」

●仕事について

になったと思います。本当にありがとう 「いろいろ力を貸してもらって幸せだなって思っている。手がつりやすいので、
これか
らの仕事に少し不安もあるけど頑張っていきたい。」

ございました。
８月２日からめでたく復 職となりま

●ひまわりについて
「私は夏生まれで、
もともとひまわりは大好きです。心の中でイメージして描いてる。

した。

る、かがみの育成園が本年11

大切なのは、
これを支える社

碗を落としてしまいました。病院で

月で開園50周年を迎えられる

会を実現することであり、共に

検査をすると左脳に影が有り血

ただしこの復職には、
タイム技研を

良き年に、社会福祉法人高知

つくることです。

管も細くなっていました。そして右

はじめ、
ご家族・須崎市福祉事務所・

ひまわりをイメージすると暗い時でも元気になれる。」

タイム技研株式会社

県知的障害者育成会様の多

この事について、社会貢献

腕にマヒが残りろれつが回らなく

職業センター・職業安定所・病院・ライ

大なるご尽力により、新寮舎施

を行おうとする環境などを支え

なって、入院とリハビリの生活にな

フサポート
「中村」
・障害者就業・生活

設がかくも見事に新築落成さ

るために必要不可欠な施設で

りました。病名はもやもや病で手

支援センターラポール・ジョブコーチ等

れ、当式典が盛大に開催され

あると存じます。

術はできないとの診断でした。
し

いろいろな機関と人々の協力があっ

かしリハビリを続け今ではしっかり

たことを忘れてはいけません。嶋﨑さ

の作品を描いたのは嶋﨑

書いていました。利き腕の右手で

と話ができ、指に力は入らないも

ん、感謝の気持ちを忘れないでね。そ

加 代さん（ 2６才 ）須 崎 市

…しかしこの作品は彼女が左手

のの軽く握る事は可 能になった

の気持ちがあれば、
これからだってど

を提供できるよう、工夫された生産ラインと

で描いたものです。
その訳は…。

のです。

こに行ってもいくらでもあなたの近くに

各種検査装置を用意しています。

上げます。

香美市としましても、障害者
福祉施策を一層推進していく

また、
このように素晴らしい

ための指針として、現行の障

新 寮 舎 が 落 成を迎えるまで

害者計画を見直すとともに、本

に、関係各位のご苦労を拝察

年３月には「第３期障害福祉

するには余りあるところです

計画」
を策定いたしました。

こ

出身。
このひまわりの 様に明るいイ

平 成１７年 からタイム技 研 高

メージでお話が大好きな女性で

知株式会社に入社して、
ライフサ

た。右手の回復はもちろんですが、

彼女の頑張りには驚かされまし

す。
そして絵を描くことと歌を歌うこ

ポート「中村 」の中村 第２ホーム

仕方なく使っていた左手での文字

ライフサポート中村

実を目指す本市にとりましても

理念「ノーマライゼーション」
と、

とも大好きで以前から趣味で絵を

で生活していました。昨年６月の

が、
どんどん上達していきます。左

弘田 敏史

このたびの落成は誠に意義深

テーマ「 完 全 参 加と平 等 」を

くご同慶にたえないところであ

継承し、
さらには改正された障

り、福永理事長をはじめ関係

害者基本法の精神にのっとり、

敬意と感謝を申しあげる次第

人ひとりの人格と個性を尊重し

であります。

合う共生のまち・香美市」の実

ると、食器を洗い、明日のお茶を準

新たなチャレンジは60歳

さて、
このたび落成された寮

現を目指して定めたものです。

舎施設を私も拝見させていた

今後は、本計画に沿って各

だきましたが、入所者の方々の

般にわたる障害者施策の充実

生活を熟慮された機能性や快

を図り、市民の皆様とともに障

んは、昭 和 4 7 年 入 所 更 生 施 設

適性には誠に驚かされました。

害のある方も、
ない方も、共に

建物周辺には緑豊かな芝

60

研高知株式会社で1992年1月にスタート
しています。限りある水資源を無駄なく、確
実に制御し、有効に利用するための製品

ね。本当におめでとう。

本計画は、
これまでの基本

各位のご努力に対し、心から 「障害のある人もない人も、一

その水事業部である高知工場がタイム技

手を差し伸べる人はたくさんいるから

が、障 害 者 福 祉の一 層の充

有光多美さん

低価格・高品質な機能部品の生産をしている会社です。

ライフステージを支える支援

乙

川優三郎の『 生きる』
とい
う本の中に「何を幸せに思

ある利用者が「お兄ちゃん、お

立場だったら・
・
・
「もっとおれの人

もう一人は病魔と闘いながら、 姉ちゃんは結婚したけど、私は死

生大切にしてくれよ」
と言いたくな

交通事故に遭いました。
最期まで彼らしく生きぬきました。

病で寝たきりでも日差しが濃くなる

日々日記を書くことが好きだった

んたは、親が死んだき 園から出

障害がある方も同じ人間。
自分

おられます。食堂や各部屋には有

と心も明るくなるし、風が花の香お

彼が、亡くなる前に手記を綴ってい

られるきえいねー。私は、お母ちゃ

で選んで生きたいと思っているの

りを運んでくればもうそういう季節

ました。

んがおるき

ではないかと思うのです。

光さんの趣味の折鶴が飾られ、
ゆっ
たりとくつろげる雰囲気でした。

レンジする有光多美さ

うになりました。

そのお金でモーニングに行き、
そし

ケアホームでの家庭的な生活や

地域生活への希望と新しい環

て大好きな買物に行かれたようで

外出の増加、彼女を取り巻くスタッフ

かがみの育成園に入園しました。

境に対する不安が交錯して迷うこ

す。午後はリハビリ。
「歩けんように

や仲間も増え、入所施設ではできな

いきいきと暮らせるまちづくりを

４０年の入所生活を経て、今年４

ともありましたが、“自分のことを気

なるき、
リハビリ頑張る」
と大きな声

かった経験をして、青春を謳歌して

生や木々が茂り、共同居室は

推進してまいりますので、一層

月からケアホームを利 用して地

にかけてくれる家族がいる”という

で回数を数える有光さん。股関節

いるように見えます。最近は自分の

個人のプライバシーに配慮さ

のご理解とご協力をお願い申

域での生活をスタートされたこと

安心や愛情の再確認がご家族と

に障害があるので、四肢機能維

思いを主張することができるようにな

れた間仕切りが設置され、
また

し上げます。

を紹介します。

できました。そのことが、有光さん

持のために取り組まれています。

り、一緒に住んでる仲間やスタッフと

手記を読んで、彼にとっての人

いました。私たちはその言葉をどう

施設は福祉というものに対して

ことができたら、それだけでも病人

生はどうだったか？激動の昭和を

受け止め、応えていくことが望まし

勝 負の時 期を迎えています 。工

は幸せです」
という亡くなった妻の

通り抜け、常に感謝の気持ちを持

いのでしょうか？

夫を凝らして「生きる」
ということ。

遺書に書かれていた文面です。

ち、地域の中で多くの方々と関わ

先日私にとってはとても大きな出
来事がありました。
私は施設職員として42年間働
かせて頂く中で、多くの出会いと

り、感謝しながら人生を考えていた

その中で最大限に工夫配慮して

「総合支援センターかがみの」

と思います。

くれる夫の献身的な愛があるので

は、一度きりの人生をその人らしく

す。

送ることができるような、
また「豊か

別れがありました。
この一カ月に続

私は彼らの思いを深く受け止

けて、61歳と70歳の方が他界しま

め、彼らの願いを実現していきたい

した。

と思います。

訓練内容は入所施設の頃と変わ

互いにぶつかることや助け合う場面

でも4階屋上から望む景観は

機としまして貴 会のますます

の近くにあるケアホームに入居さ

自分でする』
『リハビリで機能維持

りませんが、以前よりも踏ん張る力

もどんどん増えているようです。

誠に素晴らしい眺めであり、最

のご発展と、障害者福祉の更

れたことです。当時、朝夕ホームを

を行う』
『自分の思いを伝えられる

がつき、転倒が減りました。
「コケ

「ホームがえい」
とすみれホームの

お二人はまじめで、何事にも一

人の温かさ、何よりも人として大

高の立地条件に建設されてお

なる増進、そしてご臨席の皆

羨ましそうに見ている姿が印象的

ようになる』
ことを目標に取り組み、 よったらホームにおれんき」そんな

仲間全員が言われています。入居者

生懸命に取り組む人で、かがみの

切な事を教えてくれた彼らに感謝

りました。

様のご健勝をご祈念申し上げ

でした。
「私はここで
（かがみの育

ケアホーム入居へと繋がりました。

言葉も聞かれるようになりました。

さんが助けあいながら、
さらに居心地

ありがとう。
育成園から一般の企業に就職し、 します。

まして、お祝いの言葉といたし

成園）ずっと暮らすの？」
という思い

有光さんが日中活動する場とし

有光さんが入居されているす

の良いホームになるように私たちスタッ

地域の中で多くの方に支えられ、

ます。

を職員に投げかけました。
しかし、 て選んだ生活介護事業所パワー

みれホームは、四肢機能障害者

フは、
暮らしを支えていきたいです。

彼らも努力して定年まで働きまし

の歴史の中で、
「障害のある人た

職員はこの思いに直ぐ返事できま

ズ山田では、午前は衛生用品の

向けの住居で、かがみの育成園

今の有光さんの希望は、帰省して

た。定年後は、就労事業所で働い

ちの人 生をどう考えるか」
「人生

せんでした。

袋詰めの仕事を意欲的に行い、 で共に生活した仲間6人が暮らし

お墓参りをしたいこと。
ケアホームに

ていましたが、一人は帰宅途中に

の選択肢をどのように提供してい

7月には生まれて初めて工賃を受

生活基盤を移し、墓参りや帰省、そ

いるのではないかと拝察申し

ご両親が他界された後、帰省

上げます。

ています。夕食後のホームを訪ね

したい思いを我慢していた有光

して有光さんが思い描く生活スタイ

皆さまもご存じのとおり、全て

さんでしたが、お墓参りを兼ねた

ルを、豊かな経験を通して人生を一

の障害者は、個人の尊厳が重

帰宅をお願いするとお兄さん夫

緒に歩んでいきたいです。

んじられ、その尊厳にふさわし

婦はその思いを察して、お墓参り

い生活を保障される権利を有

と帰宅を妹多美さんの好きな手

仕事は、利用者さんの願いが少し

しております。

作りのお寿司で迎えて下さいまし

でも叶うように、応援すること。
そして

また、社会を構築する一員と

た。両親がお亡くなりになられた

『 幸 せそうな笑 顔がずっと続くよう

してあらゆる分野の活動に参

後の家族との面会は、溢れんばか

にすることが大切なんだ』
と私たち

加し、個性や能力を最大限に

りの笑顔と嬉しさが込み上げ、気

の志を学ばせてもらいました。

発揮して社会発展に寄与する
ことは誠に素晴らしいことであ

香美市長

門 𦚰  槇 夫

持ちを上手に言葉にできなかった

生活介護事業所 パワーズ山田

ようです。
しかし帰省を重ね、少し

松本 尚美

かがみの育成園は障害者福祉

くか」
という大きな課題を持ちなが
ら、入 所 施 設から通 所 施 設やグ
ループホーム、相談支援等の地域
で生きるための体制を整えていき
ました。

有光さんの笑顔を通し、私たちの

現在県内に17事業所35事業を
構え、
「総合支援センターかがみ

施設を利用する方々は、一人で
障害があるため他人の援助が必

社会福祉法人
高知県知的障害者育成会

つまり
『自分の一生を他人に託

専務理事

すということです』
もし自分がその

藤澤 功賀

ライフステージを支えるサービス体系
社会福祉法人

高知県知的障害者育成会

■ グループホーム・ケアホーム
グループホーム・ケアホーム事業

ライフサポートかがみの

7カ所

グループホーム・ケアホーム事業

ライフサポート山田

9カ所

ライフサポート大津

9カ所

ライフサポート中村

9カ所

グループホーム・ケアホーム事業
グループホーム・ケアホーム事業

に、県内の障害のある人が「その

ゆうあい

人らしい人生」の絵が少しでも描

ラポール

ことも大きな仕事となっています。

らも目指していきます。

要なのです。

■ 相談支援・地域活動支援

連携して支援体制を構築していく

で幸せな人生」だったと言われる

これか
生きていく事ができません。そう、 ような支えと仕組み作りを、

の」
としてトータルケアを目指すと共

けるように各事業所、関係機関と
※この手紙は平成24年4月、支援センター
「かがみの」
から
「パワーズ山田」へ移行後に書いたと思われる

くなりました。

夫を支えることができない苦しみと

に勇気を与え、
『 身の回りのことを

門𦚰  槇夫

以上に真摯に考えなければいけな

メッセージからも常に日々を振り返

きっかけは、同じ寮の方が施設

香美市長

より
「生きる」という本の中には、
自 「幸せを感じる」ということを、

る中で、幸せであったと願いたい。 分が病弱で、窮地に追い込まれた

終わりに、新寮舎落成を契

過ごしやすい生活を送られて

園からでれん」と言

かと思う。起きあがりその花を見る

開放感あふれる食堂など、中

平成24年7月14日

ると思います。

役割を持ち、思いおもいに過ごして

け取りました。
それは大変喜ばれ、

ましては、
これ以上ない快適で

ぬまでここにおらんといかん」
「あ

うかはその人それぞれだと、
たとえ

ずつ自分の想いを言葉にできるよ

あって入所者の方々におかれ

生きる

備し、洗濯物を干したりと皆さんが

歳で新たな生活にチャ

このような優れた住環境に

〈 題 名 〉ひま わ り

ますことに、心よりお祝い申し

タイム技研株式会社（愛知県）
は「ガス」
「水・空気」
「電子」
「自動機」の部門で

障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センター
相談支援・地域活動支援センター事業

■ 入所支援
障害者支援施設

かがみの育成園

■ 日中活動支援

生活介護事業児童発達支援
放課後等児童デイサービス事業
生活介護事業

ウィッシュかがみの

パワーズ山田

就労継続B型事業

就労支援センターらいふ

就労継続A型事業

福祉工場かがみの

就労継続B型事業・生活介護事業
就労継続B型事業

香南くろしお園

第2香南くろしお園

地域活動支援センター香美

自立訓練・就労移行・就労継続B型事業

地域活動支援センター南国

就労継続B型事業所

相談支援・地域活動支援センター事業

定員80名

・短期入所事業 定員5名 ・日中一時支援事業
・障害児長期休暇支援事業

多機能事業所アオ

作業所ひまわり

