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「私たち抜きに私たちのことを決めないで」 

        現在現在現在現在、、、、国会国会国会国会でででで審議中審議中審議中審議中のののの障害者自立支援法案障害者自立支援法案障害者自立支援法案障害者自立支援法案にににに意義意義意義意義ありありありあり！！！！！！！！    

    重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者のののの生活生活生活生活とととと社会参加社会参加社会参加社会参加をををを支支支支えてきたえてきたえてきたえてきた支援費制度支援費制度支援費制度支援費制度がががが、、、、わずかわずかわずかわずか二年二年二年二年でででで財政負担財政負担財政負担財政負担のののの増大増大増大増大

をををを理由理由理由理由にににに、、、、改革改革改革改革されようとしていますされようとしていますされようとしていますされようとしています。。。。厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省はははは障害当事者障害当事者障害当事者障害当事者のののの声声声声もももも充分充分充分充分にににに聞聞聞聞かずにかずにかずにかずに、、、、

拙速拙速拙速拙速にににに法案法案法案法案をををを国会国会国会国会にににに提出提出提出提出しましたしましたしましたしました。。。。障害者障害者障害者障害者がががが生生生生きてきてきてきて行行行行くことくことくことくこと自体自体自体自体のののの権利権利権利権利をををを認認認認めようとしなめようとしなめようとしなめようとしな

いいいい、、、、障害者障害者障害者障害者のののの自立自立自立自立をををを阻害阻害阻害阻害するようなするようなするようなするような内容内容内容内容はははは到底受到底受到底受到底受けけけけ入入入入れられるものではありませんれられるものではありませんれられるものではありませんれられるものではありません。。。。このこのこのこの

まままままままま法案法案法案法案がががが成立成立成立成立したらしたらしたらしたら、、、、私私私私たちたちたちたち重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者はこれからはこれからはこれからはこれからどうやってどうやってどうやってどうやって生生生生きていけばきていけばきていけばきていけば良良良良いのでしいのでしいのでしいのでし

ょうょうょうょう。。。。    

    食費食費食費食費をををを削削削削るるるる？（？（？（？（応益負担応益負担応益負担応益負担））））    長時間長時間長時間長時間ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー利用利用利用利用ができないができないができないができない？（？（？（？（国庫補助金国庫補助金国庫補助金国庫補助金のののの基準設定基準設定基準設定基準設定））））    

必要必要必要必要ななななサービスサービスサービスサービスがががが受受受受けられないけられないけられないけられない？（？（？（？（障害者障害者障害者障害者のののの実状実状実状実状をををを知知知知らないらないらないらない委員委員委員委員によるによるによるによる市町村審査会設置市町村審査会設置市町村審査会設置市町村審査会設置））））    

外外外外にににに出出出出られないられないられないられない？（？（？（？（移動介護移動介護移動介護移動介護のののの抑制抑制抑制抑制））））    働働働働きたいのにきたいのにきたいのにきたいのに働働働働けないけないけないけない？（？（？（？（通所施設通所施設通所施設通所施設のののの利用料利用料利用料利用料））））    施施施施

設設設設のののの利用料増大利用料増大利用料増大利用料増大？（？（？（？（療護施設等療護施設等療護施設等療護施設等のののの利用料利用料利用料利用料））））    病院病院病院病院にににに行行行行けないけないけないけない？（？（？（？（医療費負担増医療費負担増医療費負担増医療費負担増））））    。。。。。。。。。。。。まままま

だまだあるだまだあるだまだあるだまだある問題点問題点問題点問題点。。。。    

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、何何何何もももも望望望望んでいないんでいないんでいないんでいない。。。。ただただただただ普通普通普通普通にににに生活生活生活生活していけることだけをしていけることだけをしていけることだけをしていけることだけを、、、、望望望望んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

今今今今こそこそこそこそ、、、、障害種別障害種別障害種別障害種別をををを越越越越えてえてえてえて、、、、このこのこのこの障害者自立支障害者自立支障害者自立支障害者自立支援法案援法案援法案援法案にににに修正修正修正修正がががが加加加加えられえられえられえられ、、、、障害者障害者障害者障害者によるによるによるによる障障障障

害者害者害者害者のためののためののためののための制度制度制度制度となることをとなることをとなることをとなることを願願願願ってってってって、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは闘闘闘闘っていますっていますっていますっています。（。（。（。（文責文責文責文責：：：：川畑川畑川畑川畑））））    

ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかのもりおかのもりおかのもりおかの動動動動きききき        

２００４．１０ 障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動に参加 

２００５．０２ 障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動に参加 

２００５．０３ 障害者自立支援法学習会実施 

        岩手県保健福祉部障害保健福祉課訪問。国に要望して頂けるよう会談を行う 

２００５．０４ 岩手県議会議員 樋下正信氏（自由民主党）と岩手県議会議員 高橋雪文

氏（自由 

民主党）と面会し、地方自治体から国に要望して頂けるよう会談を行う  

２００５．０５ 障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動に参加 

２００５．０６ 衆議院厚生労働委員 御法川信英氏（自由民主党）をＣＩＬもりおか事務

所にお招きし、 

障害者の声を国会審議の場に届けてもらえるよう会談を行う 

高橋雪文氏一般質問県議会傍聴。   
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３月２７日（日）ふれあいランド研修室にて、全国自立生活センター常任委

員でメインストリーム協会の事務局長である佐藤聡氏を講師にお招きし、「知

っていますか？障害者自立支援法」と題し、勉強会を行った。県内外から７４

名の参加者があった。この法案は、身体、知的、精神の三障害の福祉サービス

を一本化するという点は評価できるが、審査会の導入、応益負担の導入、移動

介護が地域生活支援事業に分類されてしまう、という数々の問題点がある。こ

うした国の動きを障害当事者が認識し、私たち障害当事者ひとりひとりができ

ることは何かを考えようという趣旨で企画された。この勉強会を通して、今後

の障害者の暮らしを後退させることのないように、みんなで声をあげていこう

という確認がされた。    

    

第一次対国会行動第一次対国会行動第一次対国会行動第一次対国会行動    ２２２２．．．．１５１５１５１５～～～～１６１６１６１６    

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜おおおお願願願願いいいい＞＞＞＞    

私たちの団体は、現在全国のジャスコで行われているイエローレシートに参加し

ています。毎月１１日の日は、レシートが黄色いので、イエローレシートと呼ばれ、

この日のイエローレシートを参加団体 BOX に投函すると、レシート合計金額の１

割の金額の物が、参加団体へ寄贈されます。 

イオン盛岡で１１日買い物をする際は「ＣＩＬもりおか」へ投函して下さいます

よう、ご協力お願いします。 
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 ２００５年春、今年も昨年の外会場と同じ都南中央公園でお花見会を開催しま

した。中会場は都南公民館（キャラホール）でした。今年は開花が遅れ、ソメ

イヨシノが満開に咲き誇っていました。昨年のシダレサクラもいいけれど、ソ

メイヨシノは薄ピンクの花びらでとても綺麗でした。 
 

 

  

 

 

 １４名の参加者の方々とゆっくり歩き公園のサクラを眺めた後、お腹もグー

グー鳴りだした（笑）ので、みんなで公民館の美術室に移動しました。お楽し

みお昼のお弁当メニューは、チーズハンバーグ弁当とクリームコロッケ弁当の

２種類でした。（若い参加者が多かったからネ。ボリュームたっぷり！）どちら

のお弁当がいいか、みんなで和気藹々しながら選びました。お弁当のあとはと

いえばもちろんデザートですよね。参加者のご家族から差し入れてもらった草

餅をいただき、満腹満腹。お昼すぎには、ビンゴゲームをしました。主催者と

参加者の名前などを聞き出して、９マスの中に好きなように記入しておこなう

ビンゴゲームです。このような機会でないと顔を合わせない方もいらしたので、

一対一で自己紹介することに照れながらも楽しそうに会話をしていました。お

菓子を食べながらゲームが終わったあと、今年のサクラにもういちど会いに行

き、名残惜しむように記念写真を撮って解散しました。少し風があり寒かった

けれど、サクラもお日様も暖かく私たちを迎えてくれました。来年までバイバ

イ！今年のサ・ク・ラ。（今川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←こちらがソメイヨシノ。 

薄ピンクの花で花びらが大きいです。           
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第第第第ⅢⅢⅢⅢ期期期期（（（（17.217.217.217.2----17.617.617.617.6））））事業報告事業報告事業報告事業報告 

２月 １０日（木） 個別セッション 

 １５日（火） 障害者の地域生活の確立を求める全国大行動参加２名（東京） 

 １９日（土） 運営委員会出席４名 

 ２２日（火） ＮＰＯ法人地域生活オウエン団せんだい主催「スタッフ研修会」にて講義２名 

 ２４日～２６日 ＪＩＬ主催「２００４年度所長セミナー」参加２名（大阪） 

３月 ０８日（火） 「福島県田村郡船引町支援費裁判を支援する会」裁判傍聴３名 

 １３日（日） 運営委員会４名 

 １４日（月） 盛岡市知的障害者を守る会主催「障害者地域生活支援セミナー」出席３名 

広報誌１０号８５部郵送 

 １６日（水） 介助者ミーティング 

 １８日（金） ＮＰＯ法人地域生活オウエン団せんだい主催「スタッフ研修会」にて講義２名 

 ２６日（土） 二戸「カナンの園」にて講義２名 

 ２７日（日） 「障害者自立支援法勉強会」メインストリーム協会佐藤聡氏講演 参加７４名 

 ２８日（月） メインストリーム協会佐藤聡氏事務所来訪 

４月 ０４日（月） 「自民党タウンミーティング仙台」出席３名 

 ０５日（火） 障害者自立支援法に関する要望書提出のため岩手県保健福祉部訪問３名 

 ０７日（木） 個別セッション 

 ０９日（土） ＴＳＫ総会出席１名（北上）参加１名 

 １２日（火） イオン「しあわせの黄色いレシートキャンペーン」贈呈式出席３名／個別ＩＬ 

 １３日（水） 個別ＩＬ 

 １７日（日） 自薦ヘルパー推進協議会主催「秋田自立支援法学習会」にて講義３名 

 １９日（火） 県議員会館にて自由民主クラブ樋下正信氏に接見４名／介助者ミーティング 

 ２１日（木） 介助者ミーティング／個別相談 

 ２３日（土） 身体障害者療護施設「ひばり療護園」にて講義２名（久慈） 

 ２５日（月） 名取ＴＩＪ：仙台たすけっと主催「障害者自立支援法シンポジウム」参加１名 

 ２６日（火） 個別ＩＬ／介助者ミーティング 

 ２７日（水） 介助者ミーティング 

 ２８日（木） 自由民主クラブ高橋雪文氏後援会事務所訪問 

 ２９日（金） わくわくお花見会１４名参加（都南中央公園） 

５月 ０２日（月） 個別相談 

 ０８日（日） 運営委員会 

 １０日（火） 個別ＩＬ 

 １１日（水） 個別ＩＬ 

 １２日～１３日 障害者の地域生活の確立を求める全国大行動参加３名（東京） 

 １７日～１８日 山形県「フリーワールドの会」＆秋田研修生受け入れ２名 

 ２４日（火） 個別ＩＬ 

６月 ５日～６日 ＪＩＬ（全国自立生活センター協議会）総会出席３名（東京） 

 ０７日（火） 個別ＩＬ 

 １２日（日） 衆議院厚生労働委員 御法川信英氏を招き、自立支援法意見交換会参加15名 

 ２１日～２３日 ピア・カウンセリング集中講座（リーダー：鈴木絹江氏、サブ：斎藤貢一氏 滝沢

村国立岩手山青年の家で実施）受講生1２名 

 ２５日（土） 「虐待防止のワークショップ」参加１名（山形県） 

 ２９日（水） 岩手県議会傍聴（高橋雪文氏：障害者自立支援法に関する一般質問）参加３名 
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第第第第ⅣⅣⅣⅣ期期期期（（（（17.617.617.617.6----18.618.618.618.6））））事業計画事業計画事業計画事業計画（（（（案案案案））））    

 

実施日実施日実施日実施日    イベントイベントイベントイベント名名名名    場所場所場所場所    参加対象者参加対象者参加対象者参加対象者    リーダーリーダーリーダーリーダー    

6 月末 広報誌 11号発行    

未定 介助利用者・介助者交流会 盛岡市内 介助利用者・介助者  

随時受付 個別自立生活プログラムの実施 

個別ピア・カウンセリングの実施 

事務局 障害者 川畑 

11 月予定 集団宿泊ＩＬＰ 青年の家 障害者（10名） 依頼中 

未定 各研修会、集会への参加    

12 月 クリスマス＆忘年会 盛岡市内 障害者・介助者  

 

 

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬのののののののののののの活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動ににににににににににににつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいてててててててててててて             

☆☆☆☆    ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬのののの歴史歴史歴史歴史    ☆☆☆☆    

○ １９７０年代に、バークレーで重度の障害を持ったエド・ロバーツが、自分への支援活

動を社会に出て組織として立ち上げたのが初まりです。その時設立されたのが、ＣＩＬ

（Ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ｉｎｄｅｐｅｒｄｅｎｔ Ｌｉｖｉｎｇ）です。後に世界にと広がりました。日本には１９

８６年 東京の八王子にヒューマンケア協会がスタートしました。今では全国１３０ケ

所を数えています。 

☆☆☆☆    理念理念理念理念    ☆☆☆☆ 

○ どんな重度の障害のある人でも、地域の中で生きる事（生活・社会参加）を支援します。

同じ障害のある人がその支援をする所です。 

○ 障害を持った事で奪われた、一人の人間としての「自分でえらぶ」「自分で決める」「自

分で責任をとる」ことを目標にしています。    

    

☆☆☆☆    条件条件条件条件    ☆☆☆☆    

○ 代表と事務局長が障害を持つ当事者です。 

○ ＣＩＬでは障害当事者が「自分でえらぶ」「自分で決める」ことが出来るように尊重さ

れています。そこには、もちろん「自分で責任をとる」ことがともないます。 

○ 同じ障害を持っていることに対する気持ちや個人の問題、社会の仕組みの問題点など、

仲間（ピア）である障害者がその人に合ったサービスを提供します。 

○ 障害を持つ人なら誰でも受け入れ、協力し合います。    
    

☆☆☆☆    有料介助派遣有料介助派遣有料介助派遣有料介助派遣    ☆☆☆☆ 

介助を必要としている方に有料で介助者を派遣します。日常生活や社会参加を応援しま

す。一般介助／泊まり介助。ご相談に応じます。 
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☆☆☆☆    ピアピアピアピア・・・・カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング    ☆☆☆☆ 

「ピア」とは、同じ障害を持つ「仲間」という意味です。その障害を持つ仲間同士が、

カウンセリングを通して、自分自身の障害を受け入れ、自分を取り戻し、強くなっていき

ます。そして自立生活へと向かうための相談活動です。精神的サポートカウンセリング。

セミナー・集中・長期講座等の、グループ・カウンセリングも開催します。 

 

☆☆☆☆    自立生活自立生活自立生活自立生活プログラムプログラムプログラムプログラム    ☆☆☆☆ 

障害を持つ人が自立生活を行なうために必要な技術を身につける為の、社会生活のトレ

ーニングとプログラムです。自分で料理を作るためのプログラム、外出時のプログラム、

買物のプログラム、行政サービスを受ける為のプログラム、介助者へのコミニュケーショ

ンのノウハウまで、ピア・カウンセリラーがリーダーとなり行ないます。 

 

☆☆☆☆    情報提供情報提供情報提供情報提供    ☆☆☆☆ 

障害を持っていても一人の人間として「安心して」「自信を持って」「自由に」生きられ

る社会を作りだすための支援をしていきます。障害者が現在利用できるサービス、生活情

報を提供します。 

☆☆☆☆    そのそのそのその他他他他    ☆☆☆☆    

広報活動、バリアフリー調査等を開催します 

 

｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･ﾟ･ﾟ･ﾟ        ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか        ｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･    

事務所開所時間 １０：００～１７：００（月～金） 

相談・問い合せ 面接相談１０：００～１７：００ 

電話相談１０：００～２２：００ 

電子メール＆手紙相談 随時受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜介護保険・支援費制度については…＞ 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    

自立生活支援自立生活支援自立生活支援自立生活支援センターセンターセンターセンター・・・・もりおかもりおかもりおかもりおか    ヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーション・・・・それいゆそれいゆそれいゆそれいゆ 

・支援費居宅介護事業所 ・介護保険訪問介護事業所 

 

〒020-0863 盛岡市南仙北2丁目27-1 鈴木ビル1階2号室 

電話／fax：019-636-0134 
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CILCILCILCILもりおかもりおかもりおかもりおか規約規約規約規約    

◆第１章 総則 

第１条  （名称） 

        本会は「CILもりおか」と称する 

第２条  本会は活動の拠点を盛岡市南仙北２丁目２７－１鈴木ビル１階２号室に置く 

第３条  本会は、共に生きる地域社会を作るための活動を行い、「障害者」が自立した生活を営

んでいくために必要なサービスを障害をもつ当事者の立場から提供し、自立生活をサ

ポートすることを目的とする 

第４条  （活動の内容） 

    本会は目的の達成のために次の事業を行う 

    ・ 自立生活プログラムの実施 

    ・ ピア・カウンセリングの実施 

    ・ 権利擁護活動 

    ・ 自立生活に必要な住宅、年金などの各種相談 

    ・ 介助サービス 

    ・ 自立生活に関するその他の必要な業務 

第５条  （活動範囲） 

        本会の行う活動の対象範囲は、盛岡市を中心とした近隣地域とする 

◆第 2章  会員  

第６条  本会の会員は次のとおりとする 

    ・正会員 本会の主旨に賛同し、介助を希望する障害を持つ個人、及び介助者として活

動できる個人  

    ・賛助会員 本会の主旨に賛同し資金的援助及び活動等に協力できる個人、及び団体  

第７条  （会費）  

        年会費は、正会員は 2 千円、賛助会員は、基本的に個人は１口千円、団体は１口五千

円とするが、上限を定めるものではない 

第８条  （入会、脱会） 

    本会に入会を希望するものは、所定の入会申し込み用紙に必要な事項を記入し、会費と

ともに事務局に届け出る  

    脱会するものは、所定の申し込み用紙に必要な事項を記入し事務局に届け出る 

第９条  正会員、賛助会員とも本会の各種活動に参加できる 

      会員は、本会の機関誌など資料の配布を受けることが出来る 

第 10条  （会員の義務） 

    正会員、賛助会員は年会費を毎年定められた時期までに納入しなければならない  

第 11条  （会員資格の喪失） 
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    会員は次の場合に資格を喪失する 

     ・会員が退会、または死亡したとき 

     ・本会が解散したとき 

     ・年会費を２年以上未納の時 

     ・本会の規約などに著しく違反したとき 

        会員資格を喪失した時点で、その権利は失効し義務は免れる  

◆第 3章  役員及び運営委員会 

第１2条  （役員） 

    本会には次の役員をおく 

    ・代表１名 

    ・事務局長１名 

    ・会計１名 

    ・会計監査１名 

    なお、代表、事務局長は障害者が行うものとする 

第１3条  （代表） 

    ・代表は運営委員会によって選出され、本会を代表する。 

    ・代表の任期は 2年とする。但し、再任は妨げない 

    ・代表は、2 年に一度の運営委員会（6 月）において立候補、推薦を経て候補者複数の

場合は、運営委員の採択により決定する 

第１4条 （運営委員会） 

    運営委員会は本会の最高議決機関であり必要に応じ代表及び運営委員が召集する 

    運営委員は 6名以内とし、障害をもつ委員が過半数を占めるものとする  

    運営委員会は、事業計画の策定、日常的な活動の企画・立案や、各種サービス利用規定

の制定、改正を行う 

    運営委員の選任は以下の通りとする 

     ・立候補、推薦、募集 

      ・活動内容の説明 

       ・運営委員会で候補者を交えて面接 

     ・候補者の意思確認 

     ・決定 

◆第 4章  事務局 

第１5条 （事務局長） 

        ・事務局長は運営委員会によって選出さる。 

       ・事務局長の任期は 1年とする。但し、再任は妨げない 

      ・事務局長は、1 年に一度の運営委員会(6 月)において立候補、推薦を経て候補者複数

の場合は、運営委員の採択により過半数を得ることにより決定する 
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        ・適任者がいない場合、又は採択により過半数が得られなかった場合は、事務局長の役

職は代表が兼務する 

第１6条  事務局は、必要に応じて事務局会議を行い、日常業務の報告や連絡調整を行う 

◆第五章  資産及び会計    

第１7条  （資産の構成） 

         本会の資産は次のようになっている 

    ・公的な助成金 

    ・正会員・賛助会員会費 

    ・寄付金品 

    ・事業収入 

    ・その他の収入 

第１8条  （会計年度） 

        ・本会の会計年度は 7月１日から翌年 6月３0日までとする 

     ・本会の年度予算は運営委員会の承認を得て定める。但し、予算が可決されるまでは前

年度の予算を基準として執行する  

        ・決算は次の年度に運営委員会の承認を得なければならない  

◆第 6章 規約の変更及び解散（規約の変更） 

第１9条 この規約の変更は運営委員の３分の２以上の賛成を必要とする  

第 20条  （解散及び残余財産の処分） 

          本会の解散は運営委員の４分の３以上の賛成を必要とする 

         残余財産の処分は運営委員会によって決定する 

付則    この規約は、平成 17年 3月 20日より実施する 

 

ＣＩＬもりおか会員募集中 
当 団 体 の 趣 旨 を ご 理 解 い た だ き 支 援 し て い た だ け る 会 員 を 募 集 

し て い ま す 。 当 団 体 の 会 報 を 送 ら せ て い た だ き ま す 。 

正会員正会員正会員正会員（（（（購読料含購読料含購読料含購読料含））））一口一口一口一口                    ２２２２，，，，００００００００００００円円円円    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                    一口一口一口一口        個人個人個人個人    １１１１，，，，００００００００００００円円円円    

                                                    団体団体団体団体    ５５５５，，，，００００００００００００円円円円    

 

 

   

 

 

 振込先  盛岡信用金庫都南支店 

 口座番号 ０１７８３６２ 

 口座名   「ＣＩＬもりおか代表川畑昌子」 

（担当:川畑、今川） 
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                   一句 

  夏近夏近夏近夏近しししし    「「「「さんささんささんささんさ」」」」タクシータクシータクシータクシー    街街街街をゆくをゆくをゆくをゆく    

☆ 「さんさ」盛岡の夏祭り 

☆ 「さんさ」柄のタクシー街に出現！ 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

「川久保」バス停より徒歩５分 

「北川久保」バス停より徒歩３分 

寄寄寄寄ってってくなんせってってくなんせってってくなんせってってくなんせ～～～～    

編集後記 

ある日の、私と介助者のマジトーク。 

私「お疲れ様でしたー」 

介「特別疲れてないですよ」 

私「ご苦労様でしたー」 

介「そんなに苦労してないですよ」 

（では、なんて言おうか．．。） 

私「ありがとう！」 

介「毎回、言わなくていいですよ」 

私「お礼が習慣になっているの」 

介「それでは有り難味がないです」 

…そうでした。介助を受けることに

慣れすぎている自分を発見したので

した。一回一回の介助を受けるごと

に、心から感謝して「ありがとう」

を言いたい。（ま） 

 

 

第Ⅳ期（17.7－18.6）入会いただいた

方々です。 

事務所所在地 


