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t ／障害者の光る感性

Message ／支援者からのメッセージ
R e p o r t ／取り組み報告

第60回
手をつなぐ育成会高知県大会講演報告
「意思決定支援について」
去

平成28年４月、障害者差別禁

だとも言っています。その中に知

作成によって、障害児・者の抱え

関するガイドライン策定検討会が

手をつなぐ育成会高知県

止法が施行されました。障害のあ

的障害の自己決定・意思決定と

る課題の解決や適切なサービス

開かれ、
その際に児童発達支援

大会が高知大学教育学部附属

る方と障害のない方が同じ仕事を

いう言葉もでてきています。昔、
ス

利用に向けて、ケアマネジメント

センターを障害児の天国にして

特別支援学校で開催されました。 し、同じような成果をあげている場

ウェーデンにおいても、知的障害

の手法を用い、
きめ細かく積極的

はいけない。適切なアセスメントを

第60回という節目を迎え、191名と

合、
もし給料が障害のない方の給

の方が施設に入所する場合、本

に支援していく。相談支援専門

行い、次につなげることが本人に

いう多数のご参加をいただきまし

料に比べて３分の2しか支給され

人の意見を聞いておらず、親御さ

員が中心となり、サービス管理責

とって必要であり、移行支援の場

た。今大会では「意思決定支援」

ないとしたら、不平等です。障害を

んの思いや行政の意向で決まっ

任者や関係者が集まり支援をし

であるべきとの議論もなされてい

について学ぶため、上智大学の

理由に障害のない方と同じ扱いを

てしまうことから、
「これはおかし

ていく。
また支援計画はわくわくし

ます。

大塚 晃教授を講師にお迎えしま

受けていないことを是正していくこ

い」
と知的障害のある方の意思

たもの、将来を見通した計画でな

相模原事件では、今後の生活

した。大塚先生のご講演について

とがこの法律の趣旨です。

決定・自己決定をノーマライゼー

くてはなりません。現在遣ってい

の場について本人の意思決定プ

ションの中に示しました。

るサービスの後追いだったり、市

ログラムも試行されています。本

る平成29年12月10日
（日）
、

報告します。

それからもう一つは、
「障害のあ
る方に合理的配慮をしていく」
こと

障害者基本法では「障害者と

町村が求めることだったり、地域

人の思いを聞き取り支援し続け

です。施設や社会において、障害

は、身体障害、知的障害又は精

における安定した生活の計画と

ていかなくてはなりません。保護

をもつ方の生活を支援していく際、

神障害があるため、継続的に日

いったものではなく、支援の目標

者や本人へ「施設以外にも違う

「適切な支援をしたのか」
と問わ

常生活又は社会生活に相当な

を具 体 的に考えていき、その人

生活も見てみませんか」
と伝えて

れることがあります。障害者差別

制限を受ける者」
と定義し、社会

が一番好きなことは何かを考えて

いくことも必要です。

解消法では、
そういう意見が出た

的障壁の解決が課題と言われて

いく。
「AKBのコンサートに行くた

私たちは障害がある人たちが

省が「意思決定支援ガイドライン」

場合には、相談や話し合いを行い

います。例えば、強度行動障害は

めに仕事をがんばる」
という目標

地域で生きていくことを見守って

を出しました。

解決していこうということになって

現在の養育環境では著しく処遇

もあり得ると思います。

いく責任があります。今まで私た

障害者、特に知的障害のある

います。
しかし、
いろいろな理由に

困難な状態と定義されています。

方たちについては本人が何かを

より話し合いが難しい場合もありま

決定するという機会がなかったり、

「意思決定支援について」
上智大学総合人間科学部
社会福祉学科
大塚

晃

教授

平成29年の３月末、厚生労働

障害者支援は、
リフレーミング

ちは障害がある方のライフストー

支援者が不適切なサービスを提

の考え方が必要です。障害を価

リーに向き合って支援してきたで

す。
「訴えてやる」などということも。

供し続けていることが原因であ

値あるものとして見る必要が。例

しょうか？ 彼らの人生はこんな

「決定する能力がない」
と言われ

そんな時は都道府県や市町村に

り、改 善のためには構 造 化され

えば、30分しか仕事が続かない

に豊かだったと、社会に伝えてい

たりしていました。
難しいことはわか

紛争解決の窓口を置き、
相談支援

た支援が必要であると言われて

人がいたとします。
しかし肯定的

く必要があると思います。彼らの

らないかもしれませんが、簡単なこ

の紛争解決をはかっていくことにな

います。

にみることで、3 0 分 仕 事を継 続

ライフストーリーは、毎日繰り返さ

とはわかるはずです。例えば、
障害

ります。

今後施設のあり方は変わるで

することができる人であり、
あと10

れる支援の総体であり、生活の

の重たい方に「どこで住みたい」
と

ノーマライゼーションについても

しょう。平成30年度から高齢の障

分続けていくように支援を組み立

一部分の出来事だけではないと

聞いても答えにはならないかもしれ

話しておきます。
ノーマライゼーショ

害者は、介護保険を使うようにな

てていくこともできるのではないで

思います。

ません。
しかし「好きな食べ物は」

ンいうのはデンマークのバンクミケ

ります。高齢になって介護が必要

しょうか。

と聞くと
「カツオが好きだ」
とか答え

ルセンの言葉ですが、
スウェーデン

な状況になると施設を移るように

てくれます。そういう機会を増やし

のニゲは「障害のある方は普通に

なります。今、年間約500人が介

ていくことが必要です。
よく説明し

することが大事、障害のある方は

護保険施設へ移行しています。

てあげ、
それでも難しい場合は支

そのままでいい」
と言いました。障

介護が必要な状況となった際に

援者が「毎日の生活の中で、
その

害がある本人を普通の状態にす

は、障害者施設よりもまだ特別養

人にとって一番いいことは何か」
を

るのではなく、本人の生活環境を

護老人ホームの方が利用者の生

考えていく。
意思決定支援とはそう

ノーマルにするということです。施

活を支えていけるノウハウがあり

いうことだと思っています。

設で住むよりは、本人にとっていい

ます。

最初から困難と決めつけるので
はなく、本人が本当にわかるため
の支援が必要なのです。

環境で、普通の人と近い生活をし
ようということです。
またニゲは１日のリズムが大事

障 害 福 祉サービス利 用の際
には、サービス等利用計画の作
成が必 要となっています。計 画

厚生労働省では発達支援に

地域活動支援センター「香美」
高野

隆司
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日々の活動から～

か

カラオケ大会開催へ

がみの育成園では、月に2

から一緒に取り組んでいくことにし

成していただきました。衣装につい

をしていました。審査員は支援員と

人ひとりがもっともっと自分らしく楽

回体育館でカラオケを日中

ました。お客様も必要で、隣接して

ては、
自前の方もいれば、地域の方

パワーズの利用者さんにお願いを

しめるようにコーディネートしてい

活動に取り入れています。
グルー

いる生活介護事業所パワーズ山田

から頂いたドレスや着物をその人

し、大いに盛り上がりました。

き、地域の方々、利用者、支援員が

プホームで生活しているＩさんは、 （ 以 下パワーズ）にも声をかけ協

らしくアレンジし、当日に臨む方もい

歌が大好きで、その時広々とした

力をいただき、
カラオケ大会に向け

ました。支援員は、一人ひとりの個

みんなが楽しみ、良い刺激となっ

をこれからも取り組んでいきたいと

ステージで歌ったことが気持ち良

て盛り上げていく計画をしていきま

性を思い、普段と違う自分をという

て、話題も増えます。生活にもメリハ

思っています。そして、いつか大き

かったのでしょう。
「私は、
カラオケ

した。

ことで演出していきました。

リがつきます。

なイベントができればと夢を描いて

いつもと違ったことをする中で、 ひとつになって楽しんでいけること

大会にでたいです！…いつするの

まずは、
ステージ作りです。利用

さあ、いよいよ本番。初めてのカ

先日、2回目のカラオケ大会を行

ですか？」
と突然、話がありました。

者さんには、
日々の活動で折り紙を

ラオケ大 会が始まりました。大 会

いました。歌い手さんみんなが、い

かがみの育成園の利用者さん

折ったり、塗り絵をしていただきまし

では、今まで以上に歌・踊りをみん

つも以上にハッスルし、
また飛び入

た。それを壁に貼って眺めながら、 なで楽しみました。中でもパワーズ

の方といかに楽しめる大会にする

大 会当日を楽しみにしていきまし

の方は、応援うちわを持参し、
コン

地域で生活をしている方からの

かをテーマに、
どのようにしていけ

た。手作りのとても素敵なステージ

サートさながら共に楽しんでいまし

発信を受けて、一緒に楽しめること

ばよいのか模索していきました。

となりました。

た。かがみの育成園の方たちも一

は、地域とのつながりを深めて行け
るのではないかと思いました。

また、
イラストが上手な利用者さ

緒に口ずさんだり、
リズムよく身体を

たって、利用者さんと準備の段階

んに手作りのリクエストカードを作

動かしたりとそれぞれの楽しみ方

かがみの育成園
横田

優子

りで参加された方もいました。

や、地域で生活している他事業所

第1回カラオケ大会をするにあ

います。

今後は、歌い手さん・お客様一

第22回ふれあいくろしお祭り
平

成29年11月18日、移転後

2つ目は、毎年課題であるボラン

3つ目は、新しくなった施設での

り、心配していた来場者も出足は

ティアスタッフの人数確保でした。 イベント内容、出店ブースのレイア

好調でした。香南市長を始め、高

次回、第23回ふれあいくろしお

以前は学生さんだけでも、20名程

ウト、特に駐車場から会場まで徒

知 県 議 会 議員の方にも来 賓とし

祭りの課題も既に幾つかあり、更な

の協力がありましたが、
ここ最近で

歩で約8分の距離が課題となりまし

てお越しいただき、開会式を盛大

るイベント内容の充実、
さらに多く

移転後初めての開催ということで、 は4～5人程になっています。保護

た。香南市役所香我美庁舎の駐

に行う事が出来ました。
イベント内

の方の来場、
ブースの出店数拡大

新しいくろしお園をアピールし、周

者の方々の応援も最近は少なくな

車場をお借りする事で、十分な駐

容も、高知県内で活動しているア

に伴う人材、
ボランティアの確保な

辺地域との親睦を築ける絶好の

りつつあり、受け入れ体制の準備

車スペースは確保出来ましたが、 コースティックデュオ「スーパーバン

ど山積みですが、今回のように皆

チャンスでした。
しかし、
そこにはこ

についてはかなり悩まされました。 歩くとなるとご年配の方、足の悪い

ド。」のライブや香我美中学校によ

様のご協力をいただきながら、一つ

れまでと勝手が違うところもあり、不

そこで今回は、唐揚げなどの食事

方でも坂道を歩いていただかない

る吹奏楽演奏、大ビンゴ大会など

ひとつ解決していこうと思っており

安が幾つかありました。

屋台を外部に依頼する事で搬入

といけません。職員間で検討を図

で、利用者や来場者（もちろん職員

ます。次回の香南くろしお祭りは、

1つ目は、移転後、場所も新しく

から搬出までの人手を解消しまし

り、
そこで香南くろしお園の公用車

も）に大変喜んでいただく事が出

地域密着型のイベントに磨きをか

なったくろしお園にどれだけの方に

た。
さらに、従 来 通りの専 門 学 校

を3台使ってシャトル送迎を行う事

来て、記憶に残る祭りになりました。 け、未来ある香南くろしお園を皆

来場していただけるかでした。少し

へ学生の協力依頼に加え、香南

となりました。各ブースのレイアウト

気付けばあっという間に閉会式

でも多くの方に知ってもらい、来て

市社会福祉協議会、香南市ボラン

については、皆で意見を出し合い

となりました。終わってみれば、盛

で、是非期待して下さい。そして、

いただくために周辺のスーパーに

ティアセンター、同法人の職員、新

シュミレーションを行って利便性の

況のうちに終える事ができ、期待以

多くの方々のご来場を心よりお待ち

は看板とポスターの設置を依頼し

たに移転先でもある山南地区まち

確認をしっかり行いました。後は当

上のイベントとなりました。同時に、 しております。

日まで祈るばかり…。

これもひとえに地元ボランティアさ

初めての「ふれあいくろし

お祭り」が開催されました。
今年で第22回目でしたが、施設

て近隣住民の方にも告知を行い、 づくり協議会の皆さんにも協力を
より多くの方にご案内をさせていた

依頼し引き受けていただくことがで

だきました。

きました。

多くのボランティアさんに支えられ開催できました

こうして迎えた祭り当日、朝 方

ん、学生さん、保護者の方などの

降っていた雨も開会式前には上が

協力のたまものであると身に染み

毎年大盛況の生花コーナー

香南市長をはじめ多数の来賓の方に
来ていただいての開会式

て感じた一日でした。

様にアピールさせていただきますの

香南くろしお園
山岡

「スーパーバンド。」
さんによるライブ

久美
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第53回大運動会
月２４日、台風一過の秋

に行いました。

たこと、
遠足は全員で鏡野公園まで

晴れの日、第53回かが

今年の競技の特徴は、近年の

歩いていたことなど、職員も利用者

みの育成園・パワーズ山田・ウィッ

運動会の競技の傾向と違って、大

さんも一丸となって作業や行事が執

シュかがみの大運動会が開催さ

玉転がしや玉入れに代表される運

り行われていたとのことです。

れました。

動会のスタンダードな競技が目立ち

運動会の競技は、かがみの育

の前の人に関わっていくのかとい

行うというのがパターンです。今年

在籍年数の長い高齢の利用者

う大切な原点がここに流れていま

は育成園から看護師２名と職員２

ました。
わかりやすくてそれぞれの

の方々と接していると、話で聞いて

す。そんな流れを止めることなく未

名の紹介でしたが、演目はなんと

成園各寮とウィッシュかがみの、パ

方のペースで参加ができました。所

いただけの昔のかがみの育成園

来につなぐ役目が私たち職員にあ

宴会芸の「安来節」。見事な足さば

ワーズ山田がそれぞれ１競技ずつ

定の位置に立ってカゴにボールを

の姿を垣間みることができます。運

るということを忘れてはいけないと、 きでのどじょうすくいでした。強力な

アイディアを絞って考え準備をする

投げ入れるとメダルをもらうことがで

動会に関しても体は思うように動

利用者さんの姿から改めて考えさ

ことになっています。毎回その年の

きる競技では、
カゴのすぐそばまで

かなくなっていても、元気な頃の気

せられました。

時事ネタを取り入れ、楽しそうな競

近づいて投げ入れる方、
あくまで入

持ちのままで積極的に今できること

技名が並んでいます。高齢の方や

らなかったら何度でもチャレンジす

を最大限に発揮し楽しんで参加さ

者混合部署別対抗リレーでした。 のできることのなかでベストが出せ

車椅子、歩行器の利用者さんが無

る方、離れた場所からそこに投げ

れています。物質的にも今ほど恵

応援にも力の入る熱戦でしたが、
優

る」
「達成の喜びを共有し合う」、
そ

理なく参加できること。競技に参加

入れたい方などなど、それぞれの

まれておらず福祉サービスもまだま

勝は濵田専務率いる、管理棟チー

んな運動会のように感じました。

されている方と見ている方が楽し

方のやり方で楽しんでいました。

だ整っていなかった頃、利用者・保

ム!!

仲間を迎えたと感じた瞬間でした。
利用者の方にとって今回の運動

今回の職員競技は職員・利用

会は「楽しく」
「わかりやすく」
「自分

遠慮なしの真剣勝負でした。

支援者として日々の支援の中で

めるように工夫をこらしています。
そ

退職された先輩職員から、
「昔

護者・職員一丸となってかがみの

そして毎年恒例となっている新

もそのようにありたいと思いました。

して運動会の準備は、毎日の日課

は」
という話をしばしば聞くことがあ

育成園を盛り立てていった頃、一

人紹介。例年その年に流行した曲

かがみの育成園

の中で利用者の支援者さんと一緒

りました。寮ではマラソン大会があっ

人の人としてどう真剣に物事や目

やダンスで盛り上げて自己紹介を

和代

けて４～５つの分科会があり、
それぞれの会

す。
その試合で、僕はボランティアとして試合

各スマイル大会の最後に、本人大会決議

第

で白熱した発表や意見交換が行われます。

のお手伝いをします。今までに、合計９回、
ボ

文が発表されます。今回の県大会の決議文

６０

今回は、
１２月に開かれた第60回手をつな

ランティアに参加しました。2015年に石川選

です。

手が来た時は、空港でカツオのたたきがおい

本人大会決議文

しく食べられる店はどこ？ と尋ねられて「ひ

１．私たちのことは、私たちの意思を尊重し

本人 大 会参加 者一同

回 手をつな ぐ 育成会

な試合があり、有名な選手がたくさん来ま

高知県大会

ライ フサポート「 大 津」

畠中勇紀さん

手 をつな ぐ
育 成 会スマイル会

スマイル会の方も親の会同様、
テーマを設

ぐ育成会高知県大会

本人部会で発表さ

れた、
ライフサポート
「大津」の本人会

ハッ

ピースマイルの畠中勇紀さんの発表を紹介

ろめ市場」
を紹介しました。

ました。夢が叶うといいですね。

て、
きめてほしい。

もうひとつの趣味は、
コスプレです。
１０年ぐ

２．障害者総合支援法など、暮らしにかかわ

僕は、南国市にあるグループホームで生

らい前から、
スパイダーマンの着ぐるみやプ

る制度や福祉サービスの内容を分かり

活しています。
コンビニ弁当で使われている

ロレスラーのマスクをかぶって楽しんでいまし

やすく説明してほしい。書類や申請書の

プラスチックのふたを作る会社に勤めていま

た。
ネットで気に入った衣装を探して注文し、

文章には、
ルビをつけてほしい。

す。勤め始めてもうじき３年になります。仕事

だんだん、
いろいろな格好をするようになりまし

３．働きたいと願う人が働けるように、障害に

の内容は検品で、作られた製品にごみやほ

た。今は、
アニメのコスプレにはまっています。

応じた働く職場を増やしてほしい。給料

こり、傷などがないか確認をしています。朝８

毎年、ハロウィンの時は、
「ひろめ市場」で

時から午後５時、遅番の週は午後３時から

開かれるパーティーに行っています。今年も

４．
私たちが、
だまされたりトラブルに巻き込まれ

深夜１２時まで働きます。

いろんな恰好をした人が来ていてみんなで

たりした時、
味方になってくれる弁護士や土

盛り上がり、楽しかったです。

日も利用できる相談窓口を増やしてほしい。

したいと思います。

今日、
みなさんに伝えたい事は、僕の趣味

ス

川﨑

や工賃を増やしてほしい。

５．私たちのことを理解してくれたうえで、障

についてです。
ひとつめの趣味は、
スポーツ

最後に、僕の夢は、
スポーツ＆芸能バーの

選手や芸能人からサインをもらうことです。色

店を帯屋町に作ることです。お店は、
１階が

紙やバット、
ボール、
帽子、
Ｔシャツ、
ユニフォー

喫茶店で、
２階に僕が今まで集めてきたス

マイル会は毎年、手をつなぐ親の会と

ムにサインをしてもらいます。サインをもらった

ポーツ選手や芸能人のサイン色紙やバット、

しないでほしい。

全国、中四国、高知県大会と同時に

お礼に、
自分が書いたその人の似顔絵をあ

帽子等を展示します。色紙は２００枚以上、

私たちは安心して暮らし続けるために、
こ

害に合わせた支援をしてほしい。
６．障害があるという理由で、差別や虐待を

開催される本人会の名称です。企画、進行

げます。龍馬空港や県民文化ホール等で、 バットや帽子などは４０点以上あるので、店

れらのことが実現されるように願っています。

は担当の本人会が主体で行い、分科会や

出待ちをしてサインをもらいます。今年は、お

また、私たちも社会の一員として、
自分たち

交流会を通じて親睦を深めています。年々、 笑い芸人の三四郎さんやプロゴルファーの
参加人数も増えてきており
（全国大会で500
名）、本人たちのパワーみなぎる活発な大会
になってきています。

石川遼さんからサインをもらいました。

に飾りきれないかもしれません。
僕が店長で、野球やサッカーのユニフォー
ムや、
ゴルファーの格好をしてお店に出ようと

ができることに取り組んでいきます。以上、
こ
こに決議します。

高知では春と秋にプロゴルフの試合があ

考えています。その夢がかなうまで、一生懸

ライフサポート
「大津」

ります。春は女子プロ、秋は男子プロの大き

命働いていこうと思います。
ありがとうござい

樋口
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「月の光」 宮田千代

「平成29年のミーコと私」
岩浅恵美子

「心の扉」 松岡昌美

褒状 「竹」 浜田敏邦

「機織り～現代のおりひめ」 筒井ゆり

「お魚の花びん」 鍵山雪絵

「ネコいっぱい」 枝重厚子

「サンタの倉庫11月」 松田美保

「秋の夕暮れ」 安井優子

「むし歯」 井浦美琴

「復活」 柿内貞男

「放水訓練」 武井育美

個性を生かした作品作りを目指す
パ

ワーズ山田では利用者さ

と思いがちですが、折り方を覚

を熱心に描き始めたのは３年ほ

用な方です。
ズボンの裾上げをご

として受け入れるよう心掛けまし

んの個性を生かした作品

え一連の動作が出来る事と同じ

ど前です。描き始めた時は画材

自分でされることから刺繍を勧め

た。作品に対する作り手の愛情

作りを目指す中で、専門的なアド

価値が、ただ好きで沢山折るそ

を色鉛筆からペンに変更するに

ました。平面の布が糸の重なりで

を伝えるためにスピリットアート展

バイスや視点を広く持つ意識を

の行為自体にもあると感じます。 も拒否があり、思った通りの線が

波打ち立体感のある作品「心の

へ出品していると考えています。

高めるためにも、
アート、書道、陶

その熱量が作品から発していま

引けないと感じると、途中で止め

扉」です。Bさんは「これ（刺繍）

芸など講師の先生にご指導を仰

す。

て別の紙に最初から描き直して

が楽しい。
これに出会えて良かっ

ンのツールの一つです。一人でも

Aさんはいつもポケットに薬の

いました。現在は描く線が洗練さ

た」
と話して下さいました。

熱中でき複数の方がいればお互

その視点を生かしながら日々の

袋やティッシュなど小さく丸めて

れ絵柄も細かくなり、使う色幅も

モノづくりには人を熱中させる

い、鑑賞する側との縁を結ぶ為

活動を行い、誰かにさせられると

輪ゴムで巻いたものが入っていま

増えています。塗り方が独特なた

魅力があります。決められた終わ

の手段にもなります。
日中活動で

いう形ではなく、
自らがしたいと思

す。着替えを手伝う誰もが気付い

め、
ペンのタッチがより際立って見

りがない手作業であり、手を加え

色々な活動を行い、それぞれの

える何かを一 人ひとりに見つけ

て捨てないように気を付けていま

えるように画材の種類を変更して

れば加えるほど作り手の性質が

方の刺激となって感情豊かに生

ていただきたいという思いから、

す。担当職員がこれを作品に出

はどうかと提案すると、喜んで変

作品から醸し出されます。

活を楽しんでいただきたいと思っ

色々なモノづくりを提案していま

来ないかと考え、出来たのが「サ

えてくれるようになりました。描くこ

作品制作において気を付けた

す。

ンタの倉庫」です。周りの職員も

とへの自信がこうした変化につな

ことは、私たち支援者が善し悪し

例えばTさんの折り紙の作品

目から鱗でした。
こだわりであるか

がり、丁寧な筆致からは深い愛

の意 識を持たないことです。作

「月の光」です。私たちには「折

らこそ、Aさんの熱意をダイレクト

情が感じられ絵の魅力となってい

品展に出品する上で完成形をイ

に受け取れる作品です。

ます。

メージしますが、
自分の価値観を

ぎながら作品を作ってきました。

る事が好き」
という方に対し何ら
かの折り方を教えることが正しい

Ｅさんは絵を描いています。絵

Bさんは、絵も上手で手先の器

捨て、モノづくりをただその行為

第21回スピリットアート作品展入賞者
パワーズ山田

ています。
パワーズ山田
阿部

香織

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。

●書道

褒状：浜田敏邦

入選：澤田荘吉  ・  森元寛典  ・  賀門路子

●工芸

入選：宮田千代  ・  笹岡政代  ・  安藤充洋  ・  松岡昌美  ・  有光多美  ・  松田美保  ・  杉本
山本広志  ・  鍵山雪絵  ・  川村次朗  ・  安松広幸  ・  矢野仁一  ・  黒原清子  ・  谷

ウィッシュかがみの

「モノづくり」はコミュニケーショ

●立体

入選：矢野仁一

●絵画

●絵画

入選：井浦美琴

枝重厚子

入選：田中佐和  ・  高坂奈々  ・  オイモ

●絵画

かがみの育成園

●工芸

入選：安井優子

●書道

ライフサポート
「中村」 ●書道

褒状：山戸真理

入選：小田茂久  ・  松谷佳拓  ・  野村恵介

●写真

入選：高橋和幸

●立体

入選：柿内貞夫
入選：上田祥成

関紙づくりの参考とさせていただきた

艶乃

入選：岩浅恵美子  ・  田村清明  ・  松岡昌美  ・  栗本美恵  ・  倉本

支援センター「南国」 ●工芸

いただいた貴重なご意見を今後の機

梓
遏

総合支援センターかがみの

入選：山本孝文

●絵画

入選：筒井ゆり  ・  柿内貞夫  ・  武井育美
●絵画

いと思います。

入選：小田茂久

社会福祉法人 高知県知的障害者育成会
TEL 088-855-3717
FAX 088-855-6181

