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特定非営利活動法人

がんなあ 丘 だより

新 しい年 ・地域 に新 しい風 を起 こそ う !!

新 しい年は、 「NPOか んなびの丘だより」の夕J千1号 を

客様のお手 もとにお届けしてスター トいたします。200
6年 NPOか んなびの丘の各事業担当者も各事業の具体イ七

に向け多 くの皆様のご期待に應えられるよう頑張つており
ます。

さて、NPOか んなびの丘は11月 24日 の富口林市社会
福社協議会理事会において富口林市社会福社協議会の「饂

銭構成会員」として承認 をえけました。
なお、組織構成員は地域の社会ネ岳社堆進を図る

的とする活動に贅同じ参か します。そして組織ξ
ひとリー人が地域のヤで安′むして生活
が出来るよう、市内 35の 団体ことおニ
い情親 をえ換 し、そしてもっと「生活
の中身」を高めるよう相互理解と‐

laカ

をしていきます。

NPOか んなびの丘理事長 鴻巣十二子

ことの 目

して は、

噺 輔



事業報告

事務局よグ

NPOかんなびの丘が、富口林市社会オ岳社協議会の組織構成会員として承認さ
れたことから戌年後几事業関係の情報快集の場も広がることを期待 しておりま
す。また山未るだけ子い機会に、後几牛1度 に対する曽さまの疑間・悩み。ご希
笙をお闊きする/11会 を持ちたいと思っております。

宮 EEl林市市民グ益活動え掟センターが 10月 31日 富口林市市民会年内にオープ
ンし「NPOか んなびのユ」 も11月 20日 に団体登録 しました。宮口林市内で
市 民グ益活動 。ボランティア活動 を行っている人・団体、またそのような活動に
関慮 を持っている人 とのえ流ができることから「NPOか んなびのユ」の活動 を
アピールしていきます。

財産 能 蹄 義 ″

財産管理事業の安定的な運営と管理事務体市1を 夫抜する財産管理委員会を9月 か
ら立ち上げました。主な仕事は金銭管理事務が迪工に行われているか検査を行う
ことで年月、財産管理委員が金銭保管者の事務処理内容を確認 しています。な
お、オ1月 者のイロ人情報に触れることになりますので委員を委嘱する際には個人情
報の守れを義務付けております。

00ム向上事業よグ

千戌 17年 9月 ～ 11月 にかけて、各施設の「保護者及びオ1用 者のえ検サービス
グ聰会」に出席 (針 13口 )す ることにより、保護者及び利用者が何 を施設411に

ネめているのか、 また施設夕1の 六十應 などを担握することにより、これからの「Q
OL向上事業」のあるべき姿 を探っていきます。 (ト ビックスのページに特集を
掲載 しています)

第二義調猪馨鑑 グ

第ニオ評価オ を確保するため、大阪府の推生饂銭である「福社サービス第二考評価シス
テム推造え援会議 :大阪」の春茂研修に2名 を受講 させました。研イウは8月 30日 ～ 1

0月 7日 の5日 間で2名 の評価者が誕生 しました。子ければ未春には大阪府に評価機関
認証申請を行います。
なお、第ニオ評価機関の詳 しい情報は「とうきょう福社ナビゲーション」
(http:〃www.fukuna宙 .or.jp/fukunabi/)を 検彙し「福社サービスの評価」襴 をご覧下さ
い

。

まち云υ事業よグ

ホームペニジが完茂 したことから、関係サイトにホームヽ ―ジの登録 を行って
います。ぜひ、一度ご覧になって下 さい。("か んなびの丘"で検索 して くださ
い)                          .   :'‐

・ふくしチヤンネル (http:〃www.fukushi com)・ NPO総合案内所 (http://www.npo司 p.net)
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トビックス

伏聰会 に参か して
〃

オ1月 オ及び保護者がいったい何 を施設狽1に 笙み、また、施設憫1

はどのようなサービスを提供 しているのかを詳 しく知るため「N
POか んなびの丘」ではQOL向 上事業担当をヤ速に各施設のダ
聰会に参か しました。各施設のえ抜サービスダ聰会は2施設 (若
松春、ワークくみのき)を 除き基本は411用 者 と保護者 をそれぞれ
分けたかたちで9月 1日 から11月 20日 まで計 13口開催 され
ました。
以下に各施設の様子を簡単に姜的 します。

利用者サービス盆聴会
各施設 ともよく工夫 されたダ聰会だったといえます。オ1用 者
はファミリニを代表 した人たち、施設狽1は 春長、春長補佐、
主査など、そして第二者の立場では地域の福社事務所の職員
がそれぞれ立ち会ヽっていましノ_。
・「すぎのき春」では意思表示に難 しい人にファミリーヘ由
向き個万1に対応 し、その人の姜来 (希笙)を 探ろうと福社
我員と共に努力している姿勢が

`F象
的でした。よく観察す

ると顔の友情や体の動 きで、ある程度の意思表示が出来た
ように感じました。

・「え生春」では春行事への関慮が高 く は 祭 り、バスツ
アー、旅行、会合、キ楽会、 くすのき大学など)施設の友
善では (段差をなくしてはしい、 トィレにウォシュレット
をつけてほしいなど)裕合に関 しては具体的に「すき焼
き」 「おつ くり」 「カレー」 「から揚げ」などさまざまな
メニューがあげられていました。

・「薇産春」では就労、地域生活 (グループホーム、ブラン
チホーム)への関ぶが高い反面、やっばり今のファミリー
がいいという意几も2,3あ りました。また、現在の生活に
おいて人間関係の悩み (4恙行為などの普情)が多 く開け
ました。地域生活をする場合気の合 う好 きな人 と一緒に暮
らしたいといった当たり前の意几も多くあり、全体 として
は個人の希望、姜笙が多く、人間関係の調整など個々の
ニーズにどのように人えていくかがこれからの施設の課題
になると思われます。
食事の喬ではえ生春とは逹い積極的に「おいしい食事が食
べたい」と現裕食への皮善姜笙がかなり開かれました。そ
の他、 もっとセルプの給料 を上げてほしい、グランドをな
くさないではしい、段差をなくしてほしいなどの声もあり
ました。

つづ く



保護者含同貧聴会
しいのき。すぎのき春,史生 3春、薇産 2春合同が保護者を対
象としたダ聰会であるのに対 し若松審、ワークくみのきはオ1用
者及び保護者が一締に参か した伏聰会また、地域え抜センター
はグループホームオ1用 者対象のグ聰会でした。
これらのグ聰会には金刊1コ ロニーの第二者委員
である佐野工幸氏 (弁護士)ニロ優子民 (花 園
大学専任議夕T)杉村和子民 (大阪老人ホーム施
設i)の うち一人が出席 されてァドバィスをい
ただく形態でした。

QOL向 上事業担当理事 出崎恙兆

「公聴会に参加して」 すぎのき寮保護者 近藤隼人

今口 (17.9.25)の グ聰会で、すぎのき。しいのき春からアピー
ルされた問題は

1.ケ ガが多い
2.外部医療機関への通院つきそいの件等

であった。
1に ついては、ケガの防上、職員からの日祝率のアップ 。早期分

几の羹姜があり特に、重度オ1用 者の場合は自らアピァルする能カ
がとばしいことから、現場職員の感性をとざすませて対応 しても
らう糸姜があります。
2に ついても、重度オ1用 者についてはクト部医碁機関への近院の羹

姜性 。ひん度が高 くそれを専ら保護者のみに託 された場合、高
給・支度性のための不安があり今後、両者間の責任分担調整を終
姜 としています。

今回のグ聰会では、第二考委員の先生からの厳 しい指摘・裁定
があり、ついついコロニー方式に慣れてしまっていた我々にとっ
ては日からウロコのたい学習の場となりました。

以 上



利用者からの意見
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情報コー十一

市民発ネットワークに期待します rf

10月 25日 発行 「市民芥富口林だより」夕1千1号 (富 口林全
戸配布)に障害がある人たちのための法人 「NPOか んなびの

ユ」として次のようなメッセージを発信 しています。
妊的障害のある人たちが、一人の人間として尊厳を保 ら、白

立 した人生を送れるようにするにはどのようにすればたいのか ?

春群ヨ ご一皓にお考え頂けませんか !」

金岡1コ ロニニからも多 くの障害者がグループホーム、ブラン
に地域で生活をしています。
人にええられて安慮 して社会生
びの丘」は「市民分富口林だよ
を守るための情親を炎換 してい

磁 )p

障害者自立支援法が来年4月 よιlスタートしきす fr

主なポイント (「府政だより」より)

。障害者の地域生活と就労を進め自立をえ検する
観点から、障害者の種類 (身 体障害・妊的障害・精神障害)

にかかわらない共邁の牛1度 として、新たな福社サービスや
白主え浚医碁が提供 されることとなります。

| ・市町村による衝接調査や客議会による障害程度のナ1定 を近

|  じて、え掟の必要度合いに應 じて福社サービスをオ1用 する
全国共このしくみとなります。
。牛1度 で普をええあう観点から、オ1月 オ負担についてはサー
ビスのオJ用 に痣 じた原貝11客1の 負担 となります。
また、施設卦J用 者は食費等の実費負担が必要となります。
なお、オ1用 者負担には所得に應 じた負担限度頼や負担軽減
措置があります。 (手続 き等については、市 (区 )町村
からもヽ らせする予定です)

イデ
に̈一、人



交流の場

働台市にNPO法人童ユ夢 (ド リーム)が設立
されます。 | ■
「NPOか んなびのユ」もお役に立つことができました ||

す館寧菖申‐牙1:言考聾罫十斑気菖学蟹磐童れ夢首詞薫r≪基≧質篤
200名 )と グル■プホーム21箇所 (84名 )の係護者と合会
の客様が金岡1コ ロニーの保護者会 と同じように、入所者の金銭管
理業務が分端で特定非営オ1活動法人の設立の準備をされています。

その設立の準備に際しインターネットでNPOか んなびの■の
ことを

`無

られNPOか んなびの丘の設立のプロセスや目的、活動
の内容などを参考に千戌 18年 4月 の開設に向けて準備 をされて
おり、去る9'月 8日 に保護オ逹合会の設立役員6名 の方々が祝察
研修のため未阪され、コロニー内で私逹と共に①事務所の設備、
②スタッフの編成、③各事業計画、④ほえ予算などのNPOか ん
なびの丘が提供できるノウハウを基に引曜舞外を実施 しました。

感 影仁ゝ ≪

「NPO法 人設立にむけて」
設立準備委員

大野具知子様 より
すべて施設 にお任せだつ

た保護者会が突然、NPO
法人 を立 ち」■げることにな
った。
先の几えない私逹の逍標

になったのは「かんなびの
丘」で した。多 くの合料 を
頂 き、そして研修の折には
潟巣理事長様 を始め、理事
の昔様の迪勿 なご勁言を頂
きました。
本当に越謝ヤしあげます。

お蔭様で 10月 2日 に
無事、設立鯰会を終え31
日には設立申請書類 も受理
されました。
来年の4月 の 「童二夢
(ド リーム)」 関所にむ

け、日々研鑽の毎日です。
「共に生 きる」を実遂

した1年 でした。

ますみ学口 斎醸冒実さ/L

十代福社会機関紙より



お贅nらせ

12月 10日現在の会員数

正会員 107名

賛助会員  3Z8名

や さしい用語 の解説 コーナ=
彙近気面に日をとおすと、やたらにカタカナ夫字やアルファベットの頭

夫字だけを_i2べ た用語が多すぎて「ようわからん ||」 というお話 をよく

耳にします。そこで、われわれNPOス タッフはこのような用琵|を 千易な

解説 をか えていこうと「やさしい用語解説コーナー」を設けました。今回

はQOLに ついて考えてみます。
QOL(キ ュー・オー・エル)こ れは英語のQuality Of L
ifё の喀です。
つまり、Qualityは ①質、性質② え質、上質③た質な、高級な④

本質、特Il■ などの意水。
Ofは 「所属」を意水 していて 「A of B」 Bの A、 Bに属するA
という意木。
Lifeは ①生命、生 きていること②生物、生 き物③人生、この世に生
きていること、せ ral④一生、生涯⑤生活、暮らし、生きガ とあります。
(ジ ーニアス美科 典より)

上記 Bの Aに あてはめると生活の質、生 き方の質、え質な生きガという
具合に解釈できます。
ですから≪QOLと は、われわれが生 きていく全生活の仕かで例えば、

衣合住 をはじめとする生活環党を快迪に整えることにより生活の質を高
め、鵡身ともに健康で、毎 日を生 き生 きと暮らせる豊かな生活≫というこ
とができます。夕 し`くどくなりますが「物質的な豊かさやサービスの量、
個々の身辺 自立だけでなく、精神面を合めた生活全体の豊かさと自己実現
を合めた意木です」           

‐
|

われわれNPOか んなびの丘の「QOL向 上事業」ではオ1用 者の「生 き
がい」や 「幸福慇」を本人の立場に立って追ネできればと考えています。

特定非学オ1活動法人  NPOか んなびの丘

(逍絡先 )

T584-0054
大阪府富口林市大字廿由備 216各 地

(大阪府主金田1コ ロニー内)

電  話 :0721-35-0721
ファックス :0721-35-0721
メール :kannabi@peach,pl
ホームページ :http:〃 kannabi

a I a. or
. jp

]p


