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理事長就任 1年後のご挨拶

はからずも昨年度、鴻巣前理事長から理事長職を引き継ざ、子1年近 く
がたとうとしております。派 り返 りますと、当初金岡1コ ロニー内で行われ
ていました “入所オ預かり金管理システム"を 、当時の金田1コ ロニーの関
係者と8つ の春の保護者代表が協働 して、子戌17年 にNPO法人化する際
に線がありお手伝いさせて頂いたのが、私とNPOか んなびの丘の関係の
始 まりでした。それ以来、理事を務めさせて頂いて参りました。

法人設立以来5年 が各ったことになりますが、嗚巣前理事長はじめ役員は
じめ関係の皆さまのお陰で、金銭管理に関する業務 を4じ て、奈日に二る
までいろいろな経験の者積 もできてきました。昨年には、第ニオ評価の仕
事も、一つ成立 し、評価機関としての記証継続にも日処が立ら、今新たな
仕事も夫渉段階に入っております。また、戌年後几事業も後几人の団体申
請にかえ、家裁界え部や富EE7林 市や界市西区役所との関係もできつつあ
り、今年に入って市長申し立ての几基みも立らつつあり、NPO法 人設立
時の夢でもあり “視七き後"に とっての晨童姜課題でもある法人戌年後几
事業も一歩を踏み出すまでになりました。

今後 も、妊的障がいや認妊症などです1断台L力 が不十分な方々が、施静
地域と住む場所にかかわらず、人間の尊巖を保ら、自らの意思に沿った暮
らしができ、一生を通 じて安ぬできるためのえ抜を行 うとともに、そのよ
うな方々の代弁オ(ア ドボカシー)と しての役害Jを 呆たすことを目指して参り
たいと′思っております。

しかし、同時にNPOか んなびの丘は今こそ、各営の質とともに径営の
継続性について、次めて閂われていることも痛感しております。
詳 しくは5月 5日 の健会で教告攻しますが、タト部から3名 の方に、新たに

理事をお願いし事業運営体牛1を 強化 しますとともに、さらに “NPOガバ
ナンスコミッティ"を 設立することで、第ニオ的視点にたったチェック体
牛」も強イとして参りたいと考えております。

皆さまの今後ともよリー層のご理解,ご 夫抜を
お願い申し上げる次第です。

理事長 LL内 席行
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集特

茂年後几事業について

NPOかんなびの丘は、千戌17年 設立の際に、5つ の事業でスター ト致
しました。戌年後危事業はその一つですc 咋今、 “女口的障がいなどでツ1

断育ヒカに問題のある方々の人権とQOLを何とか守って行きたい |り 、
“一生を近 じて安′ヾできる体牛1が欲しい |"と いう社会的なニーズは高ま
るばかりです。

今までは、後几人を希笙される視族のために集団申し立てのお世話をす
るだけでしたが、今年から後危人になられている礼族の皆さまの後危事務
のお手伝いや法人戌年後几人としての活1/7に 本格的に取 り俎みたいと考え
ております。そのスター トにあたりまして、二点ほど日ごろの考えをごく

簡単に整理 させて頂きます。皆様の絶大なるご理解とご夫薇をお願いヤし
上 |ず

｀
ます。

(1)何故,施設でそれなりに生活をしている人に後危人が必要なのか?

①一言でヤしますと施設だからこそ余針、後危人が必要とされている歯
が あ る と思 われ ます c

② その理由は?
○咋今、銀行預金を筆頭に本人確t忍 が大変厳 しくなっており

銀行預金のみならず一切の契約行為では本人確契つまり
ます。

本人の意思の確t忍 が法的にネめられています。施設への
入所契釣もその例タトではないことは申すまでもありませ
ん。戌人 された方でご自分のナ1断 が難 しい方に、後几人
がないとういうことは、厳密にはご本人の法的権利が侵
害されている状態だと言えます。また、戌年イえ几をつけ
るということは、本人の視点に立つ人が新たに出来るこ
とでもあり、よリー層本人の意思を反映 した施設生活を

送ることに役立つことにもつながるものと言えます。
o後几人はまた “本人の財産の究極のセキュリティ"で もあります

=

ご存分のように後几人は、家庭裁ナ1所 が任命 します。そして後危人

は、晨初の仕事として、彼後几人名表の一t7Jの 貝オ産を裁ツ1所 に登録
しなければなりませんcそ してその後は定期的にその増j咸 の報告を
しなけれヽ|ゴ なりません。このような国が用意して (れ ている究極の

財産保全策を愛する子供や几弟姉妹のために活用 しない手はないと

思います。

(2)何故NPO法 人かんなびの丘が後几人になる必要があるのか?

① 一言でヤしますと本人に一各礼 しい規や几弟姉妹などが、後危人と

しては一春相應 しいと思います。
② ただ、次の点でNPOか んなびの丘も後几人としての特色がありま

す。
○法人俎微であることの有オJ性がありますc

視や几弟は、寿命にFR界があります。弁護士や司法吉士にしても

個人の場合には同じく寿命があります。法人の場合はその点寿命
はありません。また個人の場合は詐がなっても、その人の台ヒカの
「R界がありますが、法人の場合は、色々な経験や奇格を持った人
々が協働 して後几活動をええることができます。
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1  0NPOか んなびの丘自体の特色があります。
・・この法人は、施設 。地域と住む場所にかかわらず、次口的障が
いのある方々が、人間の尊巖を保ら、自らの意思に沿った暮らし
ができ、 さらにまた視亡き後も安′ヾできる仕組みづ くりと夫抜を
行 うとともに、女口的障がいのある方々の代弁者(ア ドボカシー)と

しての役客Jを 呆たすことを目指す。'と の設立趣旨をもとに、
保護者会がれもとなって作った法人であり、一各オJ用 者に逹い立
場にあります。

。NPOか んなびの丘は、一般の弁護士や司法者士などが、高給
者なども扱 うのに対 して郷的障がいのある方々のみに特化 した権
オJ材絃党をイ子ってヽヽますc

・眈に5年 ほど700名 辻い次口的障がいの方々の財産管理、 さらに
はここ数年後几人の集団申し立て夫薇の実績もあり、家庭裁す1所
堺え部など関係機関からも高い評価 を頂いております。

・ 弁護士、司法吉士、その他専門家えには保護者の代表の方々な
どに第二者として業務を定期的にチェックして貰えるよう “NP
Oガ バナンスコミッティ"を 設立 します。

・ 薇後几人の数(後 几人の必要な方々の数)は 増大するばかりです。
弁護士や司法者―Lと いう言わば職業的後几人だけでは、 とても
サポー トできません。NPOか んなびの丘のような市民団体の
社会的意表と又姜性は、ますます高まって参るものと思います。

今後は、金岡1コ ロニーの業務を引き継ざました塗‐翁ゲガ√業やイえ危人に
なろうとされている保護者の方々の家庭裁ナJ所への申し立て手続き夫検
(凄層瘤ι立て)に 加え、後危人になられた保護者の方々のえ接(グ兎事
務1)、 さらには法人としての戌年後危受託(勝ス.ダ尾)の 業務も始めて参りた
いと考えております。
何卒ご理解とごえ抜のほどよろし(お 願いヤし上げます。

戌年後几事業 担当部長 鴻巣十二子

総合管理棟近くの桜ですc

見事です ||
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平成Z2年3月現在の会員数

正会員 ●2名

質助会員 冒95名

交流の場

第37口 こんごう福社センターコロニーよつりが晴人のなか10
月31日 (土)に 開催 されました。
"NPOかんなびの丘"も ブースをF■l設 し10、 500円 の売

上金を「アフリカの角」気銭救済キャンペーン「地球のハ

ラベコを救 え」に寄付 しました。

第5口 ひろとん (市 民活動わ くわ 〈
広場inと んだばや し)が今年 も、 宮
IIP林市民会館 レインボーホールで
2月 21日 (日 )に 開催 されました。

「くすの き春」 「もっと」のオ1月
者が精魂 こめて作成 した製品 を販売
し、 14、 370円 の売 り上げがあ りま
した。

来年以降 も、地域 との逹携 を深 め
るため積極的に参か していきたいと

思います。
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人 NPOか んなびの
(連絡先)

丁584-0054
大阪府富田林市大字甘南備 216番地
(大阪府立金剛コロニー内)

1-35-0721
21-35-0721

) *tv : kannabi@peach. plala. or. jp
fi-A.,<-) : http : / /kannabi. jp

電  話 :072
ファックス :07
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