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編集：ＣＩＬもりおか 

〒020-0863 

岩手県盛岡市南仙北2丁目27-1 鈴木ビル1階2号室 

電 話：０５０-１３８２-０１３１ 

ＦＡＸ：０１９‐６３６‐０１３４ 
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ＣＩＬもりおかでは、障害をもつ方が地域で普通に生活することを目指し、様々な取り組みを行っ

ています。 そのひとつとして今年も、７月から９月にかけて「自立生活プログラム講座」を開催しま

した。自立生活プログラムは、障害者の自立生活に必要な「金銭管理」「制度の活用法」「介助者と

の関係」などについて当事者同士で学ぶ場です。受講された方にさまざまな生活のノウハウを伝え、

共に、いろいろなことを考えたり体験したりすることを通じて、

地域で生活していくために必要な力を少しずつ身につけて

いきました。 

 

 

 

 

 

【【【【ふりかえりふりかえりふりかえりふりかえりシートシートシートシートからからからから】】】】    

・具体的に、自立の話しが聞けて自分のハードルが下がりました。 

・自立生活の歴史を学べてよかったです。 

・「自立生活が楽しい」というリーダーの言葉が印象的でした。 

・｢ゆっくりでいいよ｣｢あせらなくてもいいよ｣というリーダーの言葉が暖かいと思いました。 

・また、今回みたいな長期ＩＬＰに参加したいです。 

・今回できなかったこと、学べなかったことを次のプログラムに入れて欲しいと思いました。 

・自立生活に移行する上で、現在の生活をしっかりとしていきたいです。    

・リーダー、サブリーダーの色々な言葉があり、たくさん印象に残っています。    

・個別プログラムを受講したいと思います。    

【【【【オーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーのののの反省反省反省反省からからからから】】】】    

・目標設定にゆっくり時間をかけてよかった。 

・歴史と制度の講義を、もう少し短く分かりやすく話せればよかった。 

・今回４名の外部講師をお招きし、大変勉強になった。来年は自分達でリーダーをがんばりたい。 

・来年は祭り以外のフィールドトリップにしたい。バスを使うとか、釣りに行くとか。 

♡ オリエンテーション 

♡ 障害って何？ 

♡ 自立生活運動の歴史 

♡ 雇用主として～介助者との関係 

♡ フィールドトリップ（お出かけ） 

♡ 金銭管理・１ヶ月の生活費の種類 

♡ 調理実習 

♡ 健康管理（掃除、洗濯、入浴） 

♡ お宅訪問 

♡ 家族との関係 

♡ 反省と打ち上げ 
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http://blogs.yahoo.co.jp/igosawahirosi/folder/521472.htmlhttp://blogs.yahoo.co.jp/igosawahirosi/folder/521472.htmlhttp://blogs.yahoo.co.jp/igosawahirosi/folder/521472.htmlhttp://blogs.yahoo.co.jp/igosawahirosi/folder/521472.html    

風風風風ノウタノウタノウタノウタ  

カゼは、イキテイル 

カゼは、フイテイル 

カゼは、東ヘ北へ 

カゼは、西へ南へ 

カゼは、ナイテイル 

カゼは、ツヨガッテイル 

     カゼは、時ト人トイキテイル   詩 igo 

 

    

    

★★★★岩手互助岩手互助岩手互助岩手互助センターセンターセンターセンター様様様様（（（（互盛会互盛会互盛会互盛会））））からからからから助成金助成金助成金助成金・・・・互盛会員様互盛会員様互盛会員様互盛会員様からからからから

ビデオカメラビデオカメラビデオカメラビデオカメラをををを贈呈頂贈呈頂贈呈頂贈呈頂きましたきましたきましたきました★★★★    

        

１０１０１０１０月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））にににに岩手互助岩手互助岩手互助岩手互助センターセンターセンターセンター様様様様（（（（互盛会互盛会互盛会互盛会））））からからからから活動助成金活動助成金活動助成金活動助成金としてとしてとしてとして１０１０１０１０万円万円万円万円をををを贈呈贈呈贈呈贈呈

頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。来年主催来年主催来年主催来年主催するするするする、、、、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やややや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のののの準備金準備金準備金準備金としてとしてとしてとして役役役役

立立立立てますてますてますてます。。。。    

    またまたまたまた、、、、１２１２１２１２月月月月４４４４日日日日（（（（火火火火））））にはにはにはには互盛会互盛会互盛会互盛会のののの団体会員団体会員団体会員団体会員のののの（（（（株株株株））））コスモコスモコスモコスモ通信通信通信通信システムシステムシステムシステム様様様様からからからから、、、、ビデビデビデビデ

オカメラオカメラオカメラオカメラをををを贈呈贈呈贈呈贈呈してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。介助研修用介助研修用介助研修用介助研修用ののののビデオビデオビデオビデオとしてとしてとしてとして役立役立役立役立てますてますてますてます。。。。    

    

    

    

～～～～伊五澤伊五澤伊五澤伊五澤さんさんさんさん自作自作自作自作ののののブログブログブログブログ    

    ----ジユウジユウジユウジユウのののの詩詩詩詩----    紹介紹介紹介紹介～～～～    
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１１月１９日、岩手女子高等学校にて、１時間目の授業を担当させていただきました。看護

科、福祉科、合わせて８５名の生徒の皆さんとふれあうことが出来ました。そのときに話した

内容です。                                

川畑昌子川畑昌子川畑昌子川畑昌子 

 みなさん、こんにちは。はじめまして。川畑昌子と申します。隣りに座っているのは、介

助コーディネーターの高橋さんです。今日は私の介助者として一緒に来てもらいました。よ

ろしくお願いします。 

 では早速ですが、「高橋さん、介助をお願いしたいのですが、よろしいですか？（はい）私、

喉が渇いているのでお水を飲ませてもらえますか？ペットボトルにストローを立てて、口元

に運んで下さい。（飲む）ありがとうございました。さて、水を飲んだら寒くなってきました。

ここにおいでの生徒さんからどなたか、私に上着を着せてくださる方、おりませんか？どの

ように着せて欲しいか私が言葉で伝えますので、お願いします。（前に出てきていただく）先

に私の障害の説明をします。全身の関節が動かない障害があるンですね。肩が動かないし、

上がりません。腕、手首、指、曲がりません。ちからありません。だから自分では上着を着

ることができません。着せる時は、衣類の方を伸ばしながら、関節を動かさないように着せ

てもらいます。無理に動かすと骨が折れます。では、右の腕から袖を通して着せてください。

お願いします。（着せてもらう）ありがとうございました。 

 今の実技で、私の障害を一部ご理解いただけたと思います。ひとことで言うと、関節が曲

がらない障害ですが、そのひとことだけでは私の障害すべてを理解してもらえません。たと

えば、力がないために物が持てない。身体の変形があり、膀胱が圧迫されているためにトイ

レの回数が多い。体温調節ができないために暑がりであり、同時に寒がりでもある。このよ

うに・・・のために、あれができない。これができない。だから、このように介助をして欲

しい。と、自分のことを伝えてわかってもらいながら、必要な介助を得て、生きていく。今

のこの暮らしを始めて５年になります。 

 私は生まれつき障害があり、幼い頃から５年前まで病院や施設で生きてきました。自分で

選んだ道ならばそこに生きがいを見出せたかもしれませんが、当時、介助が必要な重度の障

害者が生きる道は、施設に入る以外に道はありませんでした。なぜ、重度障害者の生きる道

がないのか、なぜ自分はこの生活に納得していないのに続けているのか、自分自身に問いか
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け答えを探す年月でした。 

 そんな時、友人の情報から、自立生活運動というキーワードを見つけました。私の運命を

変えた考え方との出合いでした。 

 自立生活運動とは、障害者が社会と関わりながら生きる権利を訴え、理解を求め、社会の

あり方を変えていく運動です。この運動には長い歴史があります。かつて、戦後の日本では、

障害者の存在がまだまだ認められず家に閉じ込められているか、施設に収容されるかのどち

らかでした。当時、障害者の収容施設は次々と建てられました。施設の生活環境は劣悪で、

女性であっても短髪にされ、異性介助を受けなければならず、赤ちゃんができたら困るから

と、子宮を摘出されるというものでした。そのような中で、施設を飛び出し、ボランティア

の確保に苦労しながら、貧しくとも地域で生活を始める障害者がぽつりぽつりと出てきまし

た。しかし、軽度でちからのある障害者しか自立生活は適いませんでした。その後、障害者

自身が社会に権利と保障を求めてきた長い道のりの末、徐々に重度障害者も施設や親と同居

の生活から離れて、一人暮らしをし、社会と関わりを持ち、他人に介助されるだけの存在か

ら介助を受けながらも社会に貢献する存在へと変わってきているという事でした。 

 それは、自分で身の回りのことができなくても、自分の暮らし方を自分で選び、決めて、

自分の責任において生活していくことができれば、重度障害者にとっても自立である、とい

う定義に基づいていました。実際にその考えを実践している障害者が多くいることを知りま

した。それまでの自分の自立観は、自分のことは自分でできる、お金を稼げる、社会に迷惑

をかけず自分でやっていく。ということでしたので、本当に衝撃でした。 

 私は、やってみよう、自分も一歩を歩踏み出そうと決意しました。 

 しかし、施設を出る、一人で暮らす、介助者を探す、障害者運動を共にする組織を作る。

という行動を起こすためには、自分の決意を固め、家族や施設の了解をとり、協力者を集め

るという高いハードルを越えなければなりませんでした。幸い、協力してくれる個人、団体

の全面協力があって、２年間の準備期間の末、施設を出て一人暮らしに至りました。そして、

ＣＩＬもりおかという、障害者運動組織を立ち上げました。 

 ＣＩＬとは、center for independent living という英語の頭文字をとったものです。

independent は、自立という意味を持っています。障害当事者、それから、障害者を支え

る介護スタッフ、賛助会員で構成されています。介護スタッフは全員ヘルパー資格を持って

います。障害者が主体となって、障害者への相談活動、ピア・カウンセリングを行います。

また、自立生活に向けての具体的なスキルを伝えていく自立生活プログラム、有料介助サー

ビス、そして障害者の権利擁護活動を行います。具体的には、自分自身が長い施設生活から
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離れて自立生活を始めた経験の全てを、次に続く障害者に余すことなく伝えていき、障害者

の自立の支援をすること。この５年で私以外の重度障害者がひとり自立し、また今年新たな

自立支援を始めています。 

 ここで皆さんと考えてみたいと思います。 

 この５年でひとりの重度障害者しか施設や親元から自立支援できていないと言いましたが、

それはなぜでしょう。もちろん支援組織としての力不足もあります。しかし、根本には、重

度障害者が一市民として受け入れられない社会の仕組みに問題があると思います。介助を必

要とする重度障害者への介護制度や所得保障など各種制度が整っていません。重度障害者が

住めるアパートなどが見つかりにくいです。また、車椅子でも乗れるバスや電車など公共交

通機関の普及が遅れています。街を歩いていても、段差や階段に阻まれて、入れるお店は多

くありません。いちばんの課題は、社会の側の、意識の低さにあります。障害者は施設に入

って保護されるもの。という意識がまだまだ根強いと、日々の暮らしの中で感じています。

では、重度障害者を受け入れる社会基盤が整わない限り、施設で暮らす障害者は一生地域に

出て来られないのでしょうか。それとも社会基盤ができていなくても一歩を踏み出せるので

しょうか。私は、見切り発車と言われながらも自分の意思で一歩を踏み出したことに、生き

る意味を感じています。また同時に感じる、不安定さ、苦しさを、いちばん身近な仲間や介

助者、共に活動してくれる支援者と分かち合い、伝え合い、社会に発信して行こうと思って

います。 

 ここでもう一つ、皆さんと共に考えてみたいと思います。 

 皆さんは、自分の思いや本音を一番大切な人や伝えたい人に伝えられていますか？私は自

分を振り返ってみると、「伝える」という作業は、小説を１冊書き上げるくらい難しいことだ

と感じています。 

 先日、ある研修会に行ったとき、下関から来ていた車椅子の講師がこんな話をしました。

旅行先の宿で階段のある２階に上がれなかった。宿の人に、障害者だって普通の人と同じよ

うに２階の食堂に行って食べたいンよ。と話して聞かせた。その後、宿のその人が、謝罪に

きたという話でした。もし私だったら、１階にお膳を用意してもらったら、そこで我慢して

食べていたかもしれません。でも、彼がとった行動こそがごくごく身近なところからできる

権利擁護運動であり、大切なことだと知りました。このように理解してもらえるような話を

出会った人々にしていくことが権利擁護なのです。 

 伝えるという活動は、私の目の前にいつも課題としてあります。たとえば役所に行って、

介護ヘルパーの制度を充実させて下さい。と訴えても、必要時間はまだまだ満たされません。
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また、ＣＩＬもりおかの活動として、今年、バス会社との意見交換会をしましたが、「改善し

ます。使いやすくします」と答えてくれたものの、運転手の冷たい態度に遭遇することがた

びたびで、なかなか改善のあとがみられません。 

 もっと身近に課題としてあるのは、日々介助をしてくれる介助者との関係作りです。重度

障害者も地域の中で社会と関わりながら普通の人と同じように暮らしたいと望んでいるンだ

よ。それはつまり、普通の人と同じように、生き方や方向性を、自分で選び、決めて、責任

を持つということです。しかし、特に生まれた時から障害を持っている障害者は、小さい時

から施設に入れられてしまう場合が多く、たとえば近所のオジサンおばさんや、友達や、親

戚や、地域の人と交わる経験がないまま、施設の中だけで成長して大人になるため、他者と

の付き合いや話しの幅が、狭かったり、自分の気持ちをうまく言えなかったりします。自分

の夢の実現に向けても、ゆっくりゆっくり進みます。そんなゆっくりペースにも寄り添い、

長い目で見てサポートして欲しいと、介助者の皆さんに話しています。迷いながらも、夢の

実現に向けて歩いているンだよと。それでも、言葉のすれ違いや、感覚の違いでうまく行か

なくなることもありますが、その時は、素直に相手と向き合える自分でありたいと思います。

今、自分と向き合っている人は自分を映す鏡です。自分が何を言いたかったのか、何を間違

ってしまったのか、素直に謝って、気持ちを伝えること。とはいっても、なかなかできない

ことですが、言葉を伝えるということを通じて、気持ちが通い合えたら、嬉しいですね。 

 自分を含め、重度障害者が地域の中でありのままに生きられるように、また生き続けられ

るように声を上げていく道は決して平坦ではありません。制度保障を求め、街のバリアフリ

ー化を目指し、自分を支えてくれる介助者と向き合う。しかし、この日々の積み重ねが、少

しずつ人の輪を広げていき、共生社会に向かっていくと信じています。皆さまが、これから

どのような道を歩まれるのか、とても楽しみです。どうか、いつでも、今自分が向き合うべ

き人に伝えようとする気持ちを忘れず、人と心通わせて下さい。すてきな社会人になってく

ださい。今日はありがとうございました。 

 

❤ 授業の後、生徒さんからたくさんの感想をいただきましたのでここで紹介いたします。 

 

【感想】高橋香奈様 

 今日の講話をお聞きし、障害に対する自分自身の意識の低さを改めて感じました。授業や

ボランティア活動を通し、意識を高めているつもりでも、障害を持っておられる方の考えを

直接聞くことで、様々なことを考えさせられました。そのひとつとしては、自立の考え方で
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す。私も、自立といえば、身の回りのことを自分で行う、一人で出来るというイメージがあ

りました。しかし、自己決定をしながら生きていくことこそが自立であり、その方法が人そ

れぞれであるだけのことだということに、気付かされました。又、「伝える」ということに関

しても、誰もが共通する、生きていく上での最大の課題であると、感じました。川畑さんが

おっしゃいましたように、言葉を伝えるということを通じ、気持ちを繋げることが出来たら、

本当に素敵で嬉しい事だと思います。社会を構成している一員だと自覚し、障害への視野を

更に広げていきたいです。 

 

【社会人講話の感想】熊谷渚様 

 今日はとても貴重なお話を聞くことが出来ました。様々な法律や制度が整えられつつあっ

ても、まだまだ、差別や偏見の目があると思います。川畑さんがおっしゃっていた「バス」

についても、あたたかい見守りの目というよりは、特別視してしまう人の方が多くいると思

います。きっとそんな感情が、偏見の目や心の隔たりとなって現れているのだと思います。

障害があるから何かができないとか障害者だから手伝ってあげるという一人一人の気持ちを

捨てることが、今後だれでも住みやすい地域へ変わっていく第一歩になるのではないかと感

じました。命の大切さは誰でも同じなのだから、すべての人間が住みやすくて協力しあえる

ような共生社会になっていって欲しいと思うし、その社会を構成する一人一人の気持ちを変

えていかなければならないのだと感じました。 

 

❤ 「社会人講話」の授業を通じて、高校生の皆さんと「共生社会」について共に考えられ

有意義な時間となりました。生徒の皆さん、ありがとうございました。 

 

 

    

        

文文文文：：：：今川幸子今川幸子今川幸子今川幸子        

１１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火））））盛岡市立杜陵小学校盛岡市立杜陵小学校盛岡市立杜陵小学校盛岡市立杜陵小学校にににに講師講師講師講師としてとしてとしてとして訪問訪問訪問訪問してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて

頂頂頂頂いたのはいたのはいたのはいたのは、、、、小学小学小学小学４４４４年生年生年生年生のののの生徒生徒生徒生徒のののの皆皆皆皆さんですさんですさんですさんです。。。。話話話話のののの内容内容内容内容ははははＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬのののの活動活動活動活動についてについてについてについて、、、、今回今回今回今回

のののの講話内容講話内容講話内容講話内容のののの『『『『バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーってってってって何何何何？～？～？～？～障害者障害者障害者障害者のののの生活問題生活問題生活問題生活問題～』～』～』～』のののの話話話話をしてきましたをしてきましたをしてきましたをしてきました。。。。    
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    講話講話講話講話ではではではでは、、、、生徒生徒生徒生徒のみなさんにのみなさんにのみなさんにのみなさんに質問質問質問質問をしてをしてをしてをして答答答答えてもらうえてもらうえてもらうえてもらう形形形形をををを取取取取りましたりましたりましたりました。「。「。「。「バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー

というというというという言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞いたことありますかいたことありますかいたことありますかいたことありますか？？？？    知知知知っているっているっているっている人人人人はははは答答答答えてみようえてみようえてみようえてみよう！」！」！」！」    

    好奇心旺盛好奇心旺盛好奇心旺盛好奇心旺盛のののの生徒生徒生徒生徒のみなさんはのみなさんはのみなさんはのみなさんは、、、、自分自分自分自分がががが当当当当てられたいためてられたいためてられたいためてられたいため手手手手をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん挙挙挙挙げてげてげてげて「「「「バリバリバリバリ

アアアアとはとはとはとは壁壁壁壁のことのことのことのこと」「」「」「」「フリーフリーフリーフリーとはとはとはとは自由自由自由自由」」」」とととと答答答答えてくれましたえてくれましたえてくれましたえてくれました。。。。    

    「「「「そうだねそうだねそうだねそうだねーーーー    障害者障害者障害者障害者はいろいろなところにはいろいろなところにはいろいろなところにはいろいろなところに出出出出かけるとかけるとかけるとかけると様様様様々々々々なななな壁壁壁壁＝＝＝＝バリアバリアバリアバリアにににに出会出会出会出会うこうこうこうこ

とがあるんですよとがあるんですよとがあるんですよとがあるんですよ。。。。じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、壁壁壁壁はどこからはどこからはどこからはどこから生生生生まれてくるとまれてくるとまれてくるとまれてくると思思思思いますかいますかいますかいますか？」？」？」？」このこのこのこの質問質問質問質問にににに対対対対

してしてしてして、、、、生徒生徒生徒生徒のみんなはうまくのみんなはうまくのみんなはうまくのみんなはうまく答答答答えられないえられないえられないえられない感感感感じでじでじでじで、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと難難難難しいしいしいしい質問質問質問質問をしてしまいまをしてしまいまをしてしまいまをしてしまいま

したしたしたした。。。。でもでもでもでも、、、、考考考考えるえるえるえる力力力力をををを持持持持つことをつことをつことをつことを今日今日今日今日のののの講話講話講話講話ののののテーマテーマテーマテーマでもあったのででもあったのででもあったのででもあったので、、、、一生懸命考一生懸命考一生懸命考一生懸命考ええええ

るるるる姿姿姿姿がががが見見見見れてよかったですれてよかったですれてよかったですれてよかったです。。。。    

    「「「「みんなはみんなはみんなはみんなは障害障害障害障害をををを持持持持っていないけどっていないけどっていないけどっていないけど、、、、本棚本棚本棚本棚のののの一番高一番高一番高一番高いところにいところにいところにいところに手手手手がががが届届届届かないことがあかないことがあかないことがあかないことがあ

るよねるよねるよねるよね。。。。それってそれってそれってそれってバリアバリアバリアバリアじゃないかなじゃないかなじゃないかなじゃないかな？？？？    よくよくよくよく障害障害障害障害をををを持持持持ったからったからったからったから壁壁壁壁ができるとができるとができるとができると説明説明説明説明されされされされ

るとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、でもでもでもでも、、、、障害障害障害障害をををを持持持持っていないけどっていないけどっていないけどっていないけど、、、、世世世世のののの中中中中いろいろないろいろないろいろないろいろな壁壁壁壁はあるんですよはあるんですよはあるんですよはあるんですよ。。。。

こうこうこうこう考考考考えるとえるとえるとえると、、、、壁壁壁壁はははは社会社会社会社会からできたからできたからできたからできた。。。。生生生生まれたとまれたとまれたとまれたと思思思思いますいますいますいます。。。。ではではではでは、、、、壁壁壁壁をなくしていくにをなくしていくにをなくしていくにをなくしていくに

はどうすればいいのかなはどうすればいいのかなはどうすればいいのかなはどうすればいいのかな？」？」？」？」    

    生徒生徒生徒生徒からからからから「「「「階段階段階段階段のところにのところにのところにのところに、、、、スロープスロープスロープスロープをををを付付付付けるとかけるとかけるとかけるとか・・・・・・・・・・・・」「」「」「」「手手手手のののの届届届届くところにくところにくところにくところに物物物物をををを置置置置

くとかくとかくとかくとか・・・・・・・・・・・・」」」」といろんなといろんなといろんなといろんな答答答答えがでましたえがでましたえがでましたえがでました。。。。    

    「「「「みなさんみなさんみなさんみなさん答答答答えてくれてえてくれてえてくれてえてくれてありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。そうだねそうだねそうだねそうだね、、、、階段階段階段階段ををををスロープスロープスロープスロープにするとにするとにするとにすると

かかかか移動移動移動移動しやすくするのはとてもしやすくするのはとてもしやすくするのはとてもしやすくするのはとても良良良良いことだよねいことだよねいことだよねいことだよね。。。。ここでここでここでここで質問質問質問質問ですがですがですがですが、、、、バスバスバスバスにににに乗乗乗乗ったことったことったことったこと

はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？    そのそのそのそのバスバスバスバスにににに車椅子車椅子車椅子車椅子がががが乗乗乗乗るとしたらどうすればるとしたらどうすればるとしたらどうすればるとしたらどうすれば乗乗乗乗れるとれるとれるとれると思思思思いますかいますかいますかいますか？」？」？」？」    

    生徒生徒生徒生徒のみんなはのみんなはのみんなはのみんなは困困困困ってってってって答答答答えられないでいましたがえられないでいましたがえられないでいましたがえられないでいましたが、、、、あるあるあるある一人一人一人一人のののの生徒生徒生徒生徒がががが、「、「、「、「スロープスロープスロープスロープがががが出出出出

てきててきててきててきて車椅子車椅子車椅子車椅子がががが乗乗乗乗っているのをっているのをっているのをっているのを見見見見たことあるたことあるたことあるたことある」」」」とととと答答答答えましたえましたえましたえました。「。「。「。「そうですねそうですねそうですねそうですね、、、、低床低床低床低床バスバスバスバスとととと

いいますがいいますがいいますがいいますが、、、、真真真真んんんん中中中中のののの入入入入りりりり口口口口からからからからスロープスロープスロープスロープがががが出出出出てきててきててきててきて車椅子車椅子車椅子車椅子がががが乗乗乗乗れるようになっていまれるようになっていまれるようになっていまれるようになっていま

すすすす。。。。こんなこんなこんなこんな感感感感じですじですじですじです。」。」。」。」とととと写真写真写真写真をををを見見見見せましたせましたせましたせました。。。。みんなとてもみんなとてもみんなとてもみんなとても興味興味興味興味をををを持持持持ってくれましたってくれましたってくれましたってくれました。。。。    
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    「「「「こんなこんなこんなこんな感感感感じにじにじにじに、、、、車椅子車椅子車椅子車椅子はははは移動移動移動移動できますできますできますできます。。。。でもでもでもでも、、、、バスバスバスバスにににに乗乗乗乗るまでるまでるまでるまで色色色色々々々々なななな壁壁壁壁があったりがあったりがあったりがあったり

しますしますしますします。」。」。」。」とととと、、、、次次次次にににに歩道歩道歩道歩道がががが狭狭狭狭いいいい写真写真写真写真、、、、デコボコデコボコデコボコデコボコのののの写真写真写真写真をををを見見見見せてせてせてせて、「、「、「、「バスバスバスバス停停停停にににに辿辿辿辿りつくまでりつくまでりつくまでりつくまで

にとてもにとてもにとてもにとても大変大変大変大変なななな思思思思いをしながらいをしながらいをしながらいをしながら移動移動移動移動しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。このようなこのようなこのようなこのような壁壁壁壁をどうすればをどうすればをどうすればをどうすれば解解解解

決決決決できるとできるとできるとできると思思思思いますかいますかいますかいますか？」？」？」？」    

    生徒生徒生徒生徒からからからから「「「「歩道歩道歩道歩道をををを舗装舗装舗装舗装するとかするとかするとかするとか・・・・・・・・・・・・」「」「」「」「車椅子車椅子車椅子車椅子をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いするとかいするとかいするとかいするとか・・・・・・・・・・・・」」」」とととと答答答答えがえがえがえが

出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。そのそのそのその答答答答えにえにえにえに対対対対してしてしてして「「「「じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、じゃりのじゃりのじゃりのじゃりの舗装舗装舗装舗装はははは誰誰誰誰がやるのかながやるのかながやるのかながやるのかな？」？」？」？」とととと質問質問質問質問

しましたしましたしましたしました。。。。するとするとするとすると「「「「工事工事工事工事のひとのひとのひとのひと」」」」というというというという答答答答えがえがえがえが出出出出たあとにたあとにたあとにたあとに、「、「、「、「市役所市役所市役所市役所のひとにのひとにのひとにのひとに話話話話ををををするとするとするとすると

かかかか」」」」というというというという具体的具体的具体的具体的なななな答答答答えがえがえがえが子子子子どもからどもからどもからどもから出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。    

    「「「「みんなからみんなからみんなからみんなから色色色色々々々々なななな答答答答えがえがえがえが出出出出てきてとてもてきてとてもてきてとてもてきてとても嬉嬉嬉嬉しいですしいですしいですしいです。。。。とくにとくにとくにとくに具体的具体的具体的具体的にににに、、、、工事工事工事工事のののの人人人人にににに

話話話話すとかすとかすとかすとか、、、、市役所市役所市役所市役所のののの人人人人にににに話話話話すとかとてもすとかとてもすとかとてもすとかとても具体的具体的具体的具体的なななな答答答答えがえがえがえが出出出出てきましたねてきましたねてきましたねてきましたね。。。。車椅子車椅子車椅子車椅子をををを押押押押すすすす

とととと言言言言ってもってもってもっても、、、、みんなはまだみんなはまだみんなはまだみんなはまだ子子子子どもだからどもだからどもだからどもだから重重重重いいいい車椅子車椅子車椅子車椅子をををを押押押押すのはとてもすのはとてもすのはとてもすのはとても大変大変大変大変なことですなことですなことですなことです。。。。

そのそのそのその時時時時はははは、、、、周周周周りのりのりのりの大人大人大人大人のののの人人人人にににに車椅子車椅子車椅子車椅子のののの人人人人がががが困困困困っているようなのでっているようなのでっているようなのでっているようなので、、、、押押押押してもらえませんしてもらえませんしてもらえませんしてもらえません

かかかか？？？？    などおなどおなどおなどお願願願願いしてみるいしてみるいしてみるいしてみる方方方方がよいとがよいとがよいとがよいと思思思思いますいますいますいます。。。。最後最後最後最後にににに、、、、みんながみんながみんながみんながバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーについについについについ

てててて何何何何ができるかというとができるかというとができるかというとができるかというと、、、、大人大人大人大人にににに話話話話をすることだとをすることだとをすることだとをすることだと思思思思いますいますいますいます。。。。工事工事工事工事のののの人人人人、、、、市役所市役所市役所市役所のののの人人人人にににに

話話話話すことはとてもいいすことはとてもいいすことはとてもいいすことはとてもいい方法方法方法方法だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。でもでもでもでも、、、、普段普段普段普段はあまりはあまりはあまりはあまり行行行行くことがないことですくことがないことですくことがないことですくことがないことです。。。。

けれどけれどけれどけれど、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの周周周周りにいつもいるおりにいつもいるおりにいつもいるおりにいつもいるお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんにさんにさんにさんにバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーについてについてについてについて話話話話すこすこすこすこ

とはとはとはとは簡単簡単簡単簡単にににに出来出来出来出来ることですることですることですることです。。。。社会社会社会社会はははは大人大人大人大人がががが作作作作ったものったものったものったもの、、、、ならならならなら社会社会社会社会をををを変変変変えるにはえるにはえるにはえるには大人大人大人大人のののの力力力力

がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの大人大人大人大人ににににバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーをををを知知知知ってもらうためにはってもらうためにはってもらうためにはってもらうためには、、、、みんながみんながみんながみんなが話話話話してしてしてして

いけばいいといけばいいといけばいいといけばいいと思思思思いますいますいますいます。。。。それがみんながそれがみんながそれがみんながそれがみんなが出来出来出来出来ることだとることだとることだとることだと思思思思いますいますいますいます。」。」。」。」    

    

私私私私がががが話話話話すすすす前前前前にににに、、、、子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは障害者障害者障害者障害者についてについてについてについて、、、、擬似体験擬似体験擬似体験擬似体験やややや別別別別なななな講師講師講師講師のののの方方方方からおからおからおからお話話話話をををを聞聞聞聞

くくくく機会機会機会機会があったようでがあったようでがあったようでがあったようで、、、、自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで何何何何がががが出来出来出来出来るかるかるかるかというところをというところをというところをというところを考考考考えていたところだっえていたところだっえていたところだっえていたところだっ

たようですたようですたようですたようです。。。。４４４４年生年生年生年生のののの先生先生先生先生からからからから、、、、何何何何がががが出来出来出来出来るかるかるかるか考考考考えるえるえるえる機会機会機会機会ができたのでができたのでができたのでができたので、、、、とてもよいとてもよいとてもよいとてもよい講講講講
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話話話話でしたというでしたというでしたというでしたという感想感想感想感想をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。話話話話をををを終終終終えてえてえてえて、、、、数日数日数日数日たちましたがあれからたちましたがあれからたちましたがあれからたちましたがあれから子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち

はどうしているのでしょうかはどうしているのでしょうかはどうしているのでしょうかはどうしているのでしょうか？？？？    たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの大人大人大人大人ににににバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーについてについてについてについて話話話話してもらえしてもらえしてもらえしてもらえ

ていたらていたらていたらていたら、、、、とてもよいなぁととてもよいなぁととてもよいなぁととてもよいなぁと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年１０１０１０１０月月月月――――平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年６６６６月月月月）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか事業計画事業計画事業計画事業計画（（（（案案案案）））） 

10月 11月 12月 
○ 北海道東北北関

東ブロック研修会 

○ 講演：岩手女子高等学校 

○ 講演：杜稜小学校 

○ ＤＰＩ交通バリアフリーリーダー養成

研修会参加（前期） 

○ 講演：岩手県立大学 

○ 駿台トラベル＆ホテル専門学校

同行講師参加 

○ クリスマス＆忘年会（２２日） 

1月 2月 3月 
○新年会（鍋パーテ

ィー） 

○ピア・カウンセラ

ー研修会参加 

○ 差別禁止法条例の講師養成研修会参加 ○ ＤＰＩ交通バリアフリーリーダ

ー養成研修会参加（後期） 

4月 5月 6月 
〇 お花見会 

○ ピア･カウンセ

リング長期講座の

準備期間 

 

○ ピア･カウンセリング長期講座（前期）

２１日－２３日 

リーダー 見形信子さん（CILくれぱす） 

サブ  上野美佐穂さん（CILくれぱす） 

 

○  ＤＰＩ日本会議総会全国集会 

１４日－１５日（アイーナ） 

○  ピア･カウンセリング長期講座

（後期）２５日－２７日 

見形信子さん（CILくれぱす） 

上野美佐穂さん（CILくれぱす） 

    

    

（（（（11119999....8.18.18.18.1----11119999....12.2812.2812.2812.28）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか活動報告活動報告活動報告活動報告 

08080808 月月月月        ０３ 個別ＩＬＰ／個別電話相談 

０１ 長期ＩＬＰ講師（ＣＩＬ青森へ）：２名 ０４ 個別電話相談 

０２ 事務局会議：３名 

長期ＩＬＰ第４回反省／第５回打合せ 

１８ 地域移行実践研修会（県主催）：３名 

ＧＭコーディネーター会議 

０３ 長期ＩＬＰ第５回実施 

｢フィールドトリップ｣さんさ踊り見学：５名 

１９ 個別ＩＬＰ 

０７ 岩手日報社来訪／福祉作業所「団舞」来訪４名 ２０ 個別ＩＬＰ 

０８ 身体障害者療護施設「瑞雲荘」訪問：３名 ２１ 身体障害者療護施設「瑞雲荘」訪問：２名 

０９ 長期ＩＬＰ第５回反省／第６回打合せ ２３ 身体障害者療護施設「瑞雲荘」訪問：３名 

全国障害者介護保障協議会電話会議出席：１名 

個別介助研修 

１０ 長期ＩＬＰ第６回実施：５名「金銭管理」 

岩手日報社来訪：１名 

２４ 個別訪問 

１６ 長期ＩＬＰ第７回準備 ２５ 岩手互助センター助成金贈呈の会出席：４名 
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１７ 長期ＩＬＰ第７回実施：４名「調理実習」 ２６ 個別相談／岩手日報社来訪：１名 

２０ 岩手日報社来訪：１名 29-01    北海道東北北関東ブロック研修会（仙台）：６名 

２１ 全国障害者介護保障協議会電話会議出席 11111111 月月月月     

２３ スカイプ電話会議：４名／個別電話相談

長期ＩＬＰ第７回反省／第８回打合せ 

０２ 個別ＩＬＰ 

２４ 長期ＩＬＰ第８回実施：４名「健康管理」 ０６ 個別ＩＬＰ／手代森地域福祉センター見学：２名 

２５ 個別ＩＬ ０７ 福祉有償運送会議：１名／ＧＭコーディネーター会議 

２８ 地域生活移行に係る研修会（県主催）：１名 ０８ ＧＭコーディネーター会議 

２９ 介助者個別相談／個別ピアカウンセリング ０９ 身体障害者療護施設「瑞雲荘」訪問：３名 

３０ 長期ＩＬＰ第８回反省／第９回打合せ 

ＧＭコーディネーター会議 

１０ ＤＰＩバリアフリー障害当事者リーダー養成研修参

加：１名／個別ＩＬＰ 

３１ 長期ＩＬＰ第９回実施：６名「お宅訪問」 １２ 介助者個別相談／ＧＭコーディネーター会議 

ＤＰＩバリアフリー障害当事者リーダー養成研修 

09090909 月月月月  １３ 身体障害者療護施設「うぐいすの郷」訪問：３名 

事務局会議：３名／手代森地域福祉センター見学：２名 

０４ スカイプ電話会議：４名／個別訪問 １５ 個別ＩＬＰ 

０６ 長期ＩＬＰ第９回反省／第１０回打合せ １９ 岩手女子高等学校授業講師：２名 

０７ 長期ＩＬＰ第１０回実施：６名「家族との関係」 ２０ 杜稜小学校講演：１名 

０８ 介助者面接 ２１ 岩手運輸支局訪問 

１１ 個別訪問 ２２ 個別相談／個別ＩＬＰ 

１２ 重度訪問介護従業者養成研修 

長期ＩＬＰ第１０回反省／第１１回打合せ 

２６ ＧＭコーディネーター会議／個別ＩＬＰ 

１３ 重度訪問介護従業者養成研修② ２７ ＧＭコーディネーター会議 

１４ 長期ＩＬＰ第１１回実施：６名 ２８ ＧＭコーディネーター会議／クリスマス会企画会議 

１５ 北海道北東北ＣＩＬレベルアップ研修：３名 ２９ 岩手運輸支局訪問 

１６ 北海道北東北ＣＩＬレベルアップ研修：３名 

重度訪問介護従業者養成研修③ 

３０  

１８ 個別介助研修 ０７ ＧＭコーディネーター会議／介助者個別相談 

２０ 自薦ヘルパー推進協会来訪：３名 １０ 夢ＩＴ工房来訪：２名 

１２ 個別ＩＬＰ １１ お宅訪問 

１６ 個別ＩＬＰ １２ 岩手県立大学授業講師／ＧＭコーディネーター会議 

１７ 個別ＩＬＰ／ＧＭコーディネーター会議 

個別介助研修 

12121212 月月月月  

２１ 個別ＩＬＰ ０３ もりおか障害者自立支援プラザ来訪：１名／個別訪問 

２２ 個別ＩＬＰ ０４ 岩手互助センター、コスモ通信システム来訪 

デジタルビデオカメラ、助成金贈呈式：５名 

26-28 交渉研修会（東京）：４名 05-07 駿台トラベル＆ホテル専門学校同行講師 

３０ しいのみホーム祭り見学：３名／個別訪問 ２２ クリスマス＆忘年会 

10101010 月月月月     ２８ 仕事納め 

０２ 個別電話相談／個別ＩＬＰ   

    

    

    

    

    

＜介護保険訪問介護・障害者自立支援法障害福祉サービス介護給付については…＞ 

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 

０２０－０８６３ 岩手県盛岡市南仙北２丁目２７－１ 鈴木ビル１階２号室     

電話０５０-１３８２-０１３１／ＦＡＸ０１９－６３６－０１３４ 夜間は転送でお受け致します    
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｡｡｡｡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 １１：００～１８：００（月～金） 

※ 当事務所に来訪の際にはご連絡下さいますようお願いします。 

相談・お問い合せ→電話・電子メール＆手紙にて随時受付け致します。 

 

 第６期会員募集中 

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。 

 

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                ２２２２千円千円千円千円    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                                                無制限無制限無制限無制限    

振振振振込先込先込先込先                        盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店    

口座番号口座番号口座番号口座番号                                ０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２    

口座名口座名口座名口座名            「ＣＩＬ「ＣＩＬ「ＣＩＬ「ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか代表川畑昌子代表川畑昌子代表川畑昌子代表川畑昌子」」」」    

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先                                川畑川畑川畑川畑、、、、今川今川今川今川    

   

                            

編集後記  このところの原油高で、身体も、フトコロも、凍えてしまいそう・・・。

こんな時は、ふらっと近所のラーメン屋さんの暖簾をくぐり、野菜いっぱいの味噌ラー

メンを食べに行ぐべ。心も身体も、ほどまるよ。帰り道、空に冴えわたる三日月に、冬

を想う。。。今年最後の広報誌を年内に皆様のお手元に届けられそうで良かったです。来

年も、よろしくお願いします。（ま） 

事務所所在地 

「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 

♪ 自立生活プログラムの実施 

地域での生活を希望する障害者が、当事者同

士で、社会生活のノウハウを伝え合う講座。

長期講座､集中講座､個別講座開催。 

 

♪ ピア･カウンセリングの実施 

ピア（同じ背景を持つ仲間）同士が交互にカ

ウンセラーとクライアントになって、話しを

「聞き合う」、非専門的なカウンセリング講

座。集中講座､個別講座開催。 

 

♪ 有料介助サービスの実施 

日常生活に介助を必要とする方に対し､有料

でヘルパーを派遣し、身体介護。家事援助。

外出介助。必要な介助を提供。 

 

♪ 情報提供 

障害者が地域で生活していくために役立つ

情報を提供する活動。 

 

♪ 権利擁護活動 

地域で生活する障害者の権利を守る活動。 

 

♪ 講演活動 

重度障害者の地域生活を広く伝える活動。 


