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第4回た時鑢ぢ¥魯 開催 しました II

権由の真っ彙やで、昼すぎまで時が″S、 る6月 22国 に富曰林市亀会
館で開催 されました。

ご永客として、大阪府障害老輻社事業国 米国俊義理事長及び祥野
勝美 こんごう福社センター長をお招 きして米国理事長よりご挨拶を
いただきました。
に会の出席オは二会員19名 、委任状提出者が32名 で

19年度の工会員数 78名 の過半数の39名 を超え定員数
を満たしましたので鯰会は茂主 しました。
贅助会員9る の方にも鯰会に出席 していただきました。
議案は第 1子議案である千成 19年度事業報告を各

事業担当理事よりまた、第 2～ 4号議策である千咸 19
年度供た計算報告書等を会計担当理事より報告 し承撼・可決されまし
た。
第 5子議案は、千戌 19年度で理事、監事の任期がきれることから

千茂 20年度及び千茂 21年度について新任 として鬼頭理事また、退
維 として輪竜 。江口理事が承契 。可決 されました。
また、晨後の議栄である第 6号議煮の子咸 20年度以降の金銭管理オ1

用料金次定の客議にうつり満場一スで承気・可決 されました。
その後、千茂 20年度の事業針凸及び収え予算報告があり、然会が

無事終了しました。
会員の普標ご協力いただき有難 うございました。

鯰会の議案書等の奇料は、
財産管翌事業オ1用 者やご

家族にも竜らせていただ
きました。
年々強席者が減って

おり表 しい鑢会でした。
会民の皆様のご意几を
直接伺える貴重な機会
ですので、皆様が参カロ

しやす くなるように、
場所や園程 を検討やで
す。
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爾職 。選麗曖ンの機鰺

新任の挨拶                 鬼頭大助
こんにちは、この皮「NPOか んなびのユ」の理事に就任しました鬼頭

人助とやします。 私自身過去に数年間「金岡1プ ロニー」で勤務させてい
ただき、その中で多くの人物なことを学ばせていただきました。その経験
は私の人生の財産だと感じています。 現在は2006年 に立ら上げたヘルパ
ー派登を主とする団体「NPO法人ぬくもり」 (富 口林市)の代表を務め
ながら、コロニー入所者の方や地域移行された方 (グループホームなど)

への外出え援をさせていただいております。
今口「理事」という人役の中で私自身どれだけのことが出来るかわかり

ませんが、保護者の方の思いや入所者の方の実顔を大切に、楽しく活動し
てい きたい と思 い ます !ど うぞよろ しくお願 いいた します。

追任の挨拶 南辻協一
私の息子 (学生)が千茂 20年 4月 より、金岡1コ ロニーもみのき春から

じょぶライフだいせんに移 りました。つきまして、息子の生活の場も生活
の環境 も変わり、私自身も′き子に應 じた生活設計を考えていかねばなりま
せん。また、息子の生活の場であるじょぶライフだいせんが息子にとって
は着未のオ笙を持てる場に、親としてサポートできるえ掟にヽ を新たにし
て取り忽み、考えていきたいと思っております。依ってNPOか んなびの
丘の理事我を子茂20年 6月 22日 に任期満了もって退任いたしました。
金岡1フ ロニーの保護者の皆様には長年にユつて多人なるご指導をいただ

き、私自身知的障害者にかかわる諾事について大変勉強になりました。
保護者の皆様におネしを申し上げると共に感謝ヤし上げます。ありがとうご
ざい ました

退任に際 しまして              江口呂子
かんなびのユ設立時よりお手伝い、人関わらして頂き投主後、NPOの 事

務局員として勤めさせて頂いた江口呂子です。
オ1用 者様の大切なお金 (財産)を 預かる保管員の業務ケ理をはじめ、戌

年後几人の集団ヤしさみにも微力ながらお世話し約20名 ほどの方が成立
しました。その他、コロニニ祭りをはじめ富口林市内のNPO団体とのえ流
など、多夕と`もお役に立てたかしら・・ 。と思っています。
子戌20年 3月 末をもって体調が思わしくなく4裁 し、理事職も子咸20

年6月 22日 に任期満了をもってこ任いたしました。会員の客様をはじめ各
理事・コロニーの職員の方々に励まし―を頂き、そして人勢の方々からのご
意几を頂き深ス 感謝しております。
NPO法人かんなびの丘での勤務は、名にとって大変意義のある3年間で

した。
今後、ますますNPO法人かんなびのムの分晨を祈念しております。

″乙・

ヤ野童え様が子茂20年 6月 9口 にご逝去されました。
磁よりお悔やみ申し上げます。

ヤ野童兆様におかれましては、ご生前(NPO法人かんな
びの■の理事として、千咸 15´年の法人設立から永い期lal

ご活理 くださいました事を理事会と致しまして深 く感謝申
しあげます。    `

理事会
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卜餘祠量②甕更につ鉾て

金岡1コ ロニーオ1用 者の金銭管理料金については、子茂15年度は各
施設矛1で料金設定されており、千茂17年度から財産管理料金として

定期保有額にあわせた財産保全サービス料金を付か していただくこ
とで、管理料金の値上げをさせていただきましたが基本料金は変え
ておりませんでした。

ここ数年金田1コ ロニーのオ1用 者の地域移行が進むヤで、オ1用 者が

急I12に 減夕
｀
し、管理料楓入が減帆になっております。 あわせて春の

生活棟の数は少なくなってはおりますがt春単位で事務担当者数 を
一気に減らすことができない邊渡期にあります。NPO法人として財
産管理事業の安定運営に向けて人件費浄l減等の努力はいたしますが

、このままでは赤字事業となってしまいます。
したがって千茂20年度につきましては、6月 22日 のNPO法人

の鯰会にて客議の上、料金変えが決定 しましたので、7月 の料金徴収
時に4月 に4り 精算し、以後新料金に変えいたします。

変えの考えガとして
。各客一律料金(金銭保管員の作業時間に痣 じて2種類に設定)

・定期預金にかかる財産管理料の撤廃

次年度の体牛1と 料金設定 (子茂 20年 4月 分から料金変更)

① 800円 (管理料 600円 +NPO事業オ1用 料 200円 )

② 1400円 (管理料 1200円 +NPO事業オ1用 料 200円 )

①の料金・・・

②の料金・・・
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以上、ごJE解 とご協力をお願いいたし
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鰺圃 孵躍鷺鶴蜀鑢巡蟷
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千茂20年 4月 1日 、河内長野市西え山町に 降 域
生活鑢合え抜センターさらら』が誕生し、おかげさま
で蕪事に3ヶ 月が邊ざました。
え富曰林保健所河内長野え所の定物をリニューアル

して活用しています。周囲には河内長野市役所や警察
署、番友などのスーパーなどが立ち並ぶ、とても使オ1よ野ず壁

=ti:のたい場所です。
これまで河内長野市では 眈 域移行え掟センターきらら」力!地達に金岡1コ ロニ

ーのオ1月 者の地域移行夫抜を進め、グループホーム、ケアホームの主ら上げやオJ

用者の鬼域生活をえ抜をしてきました。市内の関係機関ともネットワークを築き
、信頼を得て実績を上げてきたので、新たに多機能の事業所とするときに「きら
ら」の名前を受け継ざました。地域移行え抜センターきららは事務所をセンター
2階 に置き、地域移行え抜を継涜しています。

同じく白閉症児支援センターSunも すぎのき春からきららに移ることとなり、
1階で碁育を行っています。就学前のこどもさんの実い声が聞こえ、癒されま
す。

また大きな事業としては、占河内島就業・生活え掟センターが営口林の地域生
活総合え抜センター「ゆう」から移転 してきました。河内長野市のハローワーク
との連携を強イとし、障害者の就労夫検や就労に向けての生活自立え検の拠点とな
るものです。多くの方がご相談にこられます。

ロヤ活動え検として、生活介護事業、就労移行え抜事業を実施 しており、あわ
せて定員30名 のところ、た員を越える契約オ数となりました。バリアフリーの
環境を生かして、身体障がい者の方々にもやさしい環境となっています。フロニ
ーから地域移行されたオ1用 者の近所場所としてもオJ用 され、懐かしい顔ぶれに出
会 う一方で、在宅からの近所オには新たな刺激をえけて、オ1用 者とのバ、れあいの
中で、日々勉強です。
河内長野市においでの際には、ぜひお立ち寄りください。今、裏のルで新鮮な

野茉(ト マ ト|き ゅうり。なすびなど)が採れますので、格姜のお値段でおわけ
いたします。また、アルミ缶を集めていますのでご協力をお願いいたします。

きらら所長  ′
1ヽ池尚子

このロゴマークは、
・親しみやすさ
。自立を応援する姿勢
。明るいみんなの「丘」

をイメージしています

特定非営利活動法人 NPOか んなびの丘
(連絡先)

T584-0054
大阪府富田林市大字甘南備 216番 地
(大阪府立金岡Uコ ロニー内)

電  話 :0721-35-0721
ファックス :0721-35-0721
./ * )v : kannabi@peach. plala. or. jp
ホームページ :http://kannabi.j
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