
 

 

 生活訓練

心に、生活できる力をつけるため、また新しい

環境に慣れるために様々なメニューを取り入れ

活動をしています。主な活動としては

「買い物」「販売」「みそ

研修活動では、コミュニケーション能力を高

めるために、メンバー同士でテーマを決めて話

をしたり、買い物・販売等の他の活動

るように自分たちが作っている商品や値段を勉

強し、お店屋さんの真似をして接客の練習も
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふきのとう

① ふきのとうの活動で何が好きですか？

② ふきのとうでしたいことは何ですか？

③ ふきのとうのイメージカラーは？

④ 将来の夢は？

⑤ ふきのとうは楽しいですか？

⑥ 好きな昼食のメニューは？

⑦ 何か一言

《投稿》

NHK「戦後史証言プロジェクト

きたのか

・戦後

かを NHK

障害者福祉の歩みをまとめて見ることがなく興味深く見

た。 

・私たちが、障害者福祉

者年」頃からで、「ノーマライゼーション」という

われ始めていた

んだりビデオを見たりしながら、「自分たちは何が出来る

だろう？何をしなければいけないんだろう？」そんなこ

とを考えながら、「
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強し、お店屋さんの真似をして接客の練習も

ふきのとうのメンバーにインタービューしてみました！
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みそ作りでは、畑で育てた大豆を使い、大豆

を煮る、麹とまぜる、ミンチにする、片付けな

どをみんなと協力して取り組んでいます。

最初はなかなか挨拶ができなかった人が大き

な声で言えるようになったり、初めて挑戦する

ことが少しずつで

一人に目標を設定し、達成出来たらまた新たな

目標を考え、向上を目指しています。

のメンバーにインタービューしてみました！ 

（生活訓練）

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
 

（生活訓練）

① 

② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

⑦ 

日本人は何をめざして

障害者福祉」を見て思うこと 

障害者福祉は、どのように歩んできたの

がプロジェクトの一つとして取り上げていた。

障害者福祉の歩みをまとめて見ることがなく興味深く見

関わり始めたのは「国際障害

が言

だった。北欧の福祉先進国の報告を読

んだりビデオを見たりしながら、「自分たちは何が出来る

だろう？何をしなければいけないんだろう？」そんなこ

の地域生活を支援」する活動を

立ち上げたのは、

なる。

・この間立ち上がれないような経験も二度している。大

きな病気（脳梗塞）も一度している。その経験は、三つ

の塊として体に棲みついている。

・今、障害者福祉はどこに向かおうとしているのだろう
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・障害者を盾にした「規制緩和」のまやかしがどんどん
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営利団体を含め
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・それは何を残すことになるのだろう？
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 昼休みにみんなと遊ぶこと

 緑。なんとなく…

 歌手！アイドル！目指すは西野カナ！

 楽しいです！皆としゃべってると楽しい！

 鶏肉粒マスタード。杏仁フルーツ。

 もっといっぱいしゃべりたい！
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 黄緑！ふきのとうの色だから！

 実習で新しいことに挑戦する。
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 トンカツ・カレーうどん・焼き鳥丼・かきあげ丼・

餃子、何でも好き
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ふきのとうが社会福祉法人として設立された

際、松田理事長より声がかかり、私で出来るこ

とがあるのならと微力ながら携わり

その間のふきのとうの事業拡大には、めざまし

いものがあると感じている。

今回はふきのとう便りの原稿を依頼され何を

書こうか悩んだが、最近の情勢について自分の

思うところを書こうと思う。

 今年もまた悲惨なバス事故が起こった。経験

未熟な運転手を使用したバス会社の責任が取り

ざたされているが、旅行会社によるバス料金の

値切り攻勢で運転手の収入が減少しそのため優

秀な運転手が確保できないともいわれている。

大企業による下請け会社いじめと根は同じだ。

 最近の某新聞に、子育て世代の貧困家庭がお

よそ２０％に及ぶとあった。手当を増額すべき

とのコメントがあったが、それより低収入に喘

ぐ派遣社員やフリーアルバイターなどを減らし、

もっと多くの正規雇用を企業に義務付けるべき

だ。人材確保法の根本的見直しも必要だ。
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障害者虐待
 昨年 2 月山口県下関市で発生した施設での虐待は、

暴言や殴るなどの暴行行為

かります。しかし、虐待の中にはわかりにくいものも

あり、今回はそれについて具体例とともに紹介してい

きます。 

・身体的虐待

入所メンバーの
みから体中にひっかき傷をおっていたため、か
きむしり防止のため、施設スタッフは夜間はミ
トンを

この例では、メンバーの体を心配して着用する様

にしたミトンではありますが、その結果

行動の自由を奪ってしまう（身体拘束）ことにな

り、虐待と認定される可能性があります。

・性的虐待

雑誌などのアダルトな記事を支援者が入所メ
ンバーに冗談で無理やり見せようとした。

冗談であっても

ことは性的虐待に当たる可能性があります。ま

た、本人が嫌がっているにもかかわらず、無理や

り見せようとするのは

る可能性があります。
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 ふきのとう毎年恒例のクリスマス会が「天理市障
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