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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 

夜間は､転送にてお受け致します。                                    

電子メール ：cil_morioka@ybb.ne.jp 

ホームページ：http://cil.55street.net/index.html 

ＴＳＫＴＳＫＴＳＫＴＳＫ    
わい!わい!ふくし☆ 

 

【緊急速報！！ ご案内】第２４回ＤＰＩ日本会議全国集会in岩手 

昨年のクリスマス会・・２   今年の桃の節句会・・３   

イエローレシートキャンペーンに参加しました・・・３－５ 

イエローレシートキャンペーンの贈呈式に行ってきました・・・５ 

ＣＩＬもりおか活動報告・・・１０   

編集後記・・・１１ 全面広告・・・１２－１６  

※ 付録：第２４回ＤＰＩ日本会議全国集会in岩手 参加申込書 

第第第第２１２１２１２１号号号号    
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【【【【ごごごご案内案内案内案内】】】】    

第第第第２４２４２４２４回回回回ＤＰＩＤＰＩＤＰＩＤＰＩ日本会議全国集会岩手大会開催趣意書日本会議全国集会岩手大会開催趣意書日本会議全国集会岩手大会開催趣意書日本会議全国集会岩手大会開催趣意書    

― 地域で共に学び、暮らせる社会へ ～おでんせ！岩手～ ― 

主催：特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議 

   第 24 回 DPI 日本会議全国集会 in 岩手実行委員会 

 

ＤＰＩ（障害者インターナショナル）日本会議は、1986 年の正式発足以降、すべての障害者の人権確立

と、自立して生活していくことのできる生活条件の確立に向けて国の内外において活動を展開してきまし

た。 

『障害者権利条約』が 2006 年 12 月に国連総会において採択され、各国は批准に向けた作業に入りま

した。日本政府も昨年 9 月に署名の手続きを済ませております。ＤＰＩ日本会議としては、この条約が国

会において批准され、法的な拘束力を持つものとして機能することを望むものでありますが、その際には、

権利条約の各条項に関係する国内法と関連施策の見直しを徹底して行い、各種法制度が条約の精神

を生かすものとして、再生されなければならないと考えております。そのための関連省庁との協議も開始

したところであります。 

しかし、障害者権利条約が一人一人の障害者の生活に密接に関連するものであるという認識は、残

念ながらまだまだ狭い範囲にとどまっております。ＤＰＩ日本会議としては、多くの人々にこの権利条約の

大切さを理解してもらうための学習や討論の機会を、積極的に設けていきたいと考えております。昨年、

韓国で開催されたＤＰＩ世界会議には、日本から 300 人をこえる人々が参加し、条約の重要性を学びまし

た。今回の岩手大会も、条約を自分のものとするための機会として有効に活用していきたいと考えるも

のであります。さらに 2006年には千葉県において『障害のある人もない人も、ともに暮らしやすい県づくり

条例』という名称の、障害者差別禁止条例が生み出されています。今回の岩手大会は、この条例づくり

の動きを他の地域にも広げ、さらに国における「障害者差別禁止法」制定へ繋いでいく、重要な意味を持

つ大会であると認識しております。 

また、多くの障害者の生活にとって密接に関連する福祉サービスとしての『障害者自立支援法』は、

多くの障害者の抗議の声に押されて、度重なる修正を行わなければならない状況にあります。ＤＰＩ日

本会議としては、福祉サービスの仕組みを真に障害者の地域生活を支え、利用者が主体となる支援の

仕組みへと、根本的に作り直す必要があると考えます。岩手大会では、新たな福祉サービスに関するＤ

ＰＩ日本会議の基本的な考え方を明らかにし、多くの方々と活発に意見を交わしていきたいと考えており

ます。 

障害者を取り巻く課題は、山積しています。今回の岩手大会において、それらの課題のあり方に関し

て、障害当事者の声を一つにまとめ、強化する論議を深めたいと考えます。さらに併せて、今回の大会

が開催地である岩手の、そして東北地域の障害当事者運動の、より一層の活性化につながるものとな

ることを願うものです。活発な集会となることを期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

後援 (申請中含む) 

内閣府、外務省、厚生労働省、国土交通省、文部科学省、岩手県、盛岡市、日本労働組合総連合

会、全日本自治団体労働組合、日本教職員組合、テレビ朝日福祉文化事業団、朝日新聞厚生文化

事業団、在日本大韓民国民団、部落解放同盟、東京交通労働組合、(株)全国通販、（株）全通、障

害者差別禁止法（JDA）を実現する全国ネットワーク、日本障害フォーラム（JDF）、連合岩手、自

治労岩手県本部、岩手県高等学校教職員組合、岩手県身体障害者福祉協会、岩手県視覚障害者福

祉協会、岩手県ろうあ協会、日本筋ジストロフィー協会岩手県支部、岩手県難病団体連絡協議会、

日本 ALS 協会岩手県支部、岩手県盲ろう者友の会、岩手県社会福祉協議会、盛岡市社会福祉協議

会 
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第２４回 ＤＰＩ日本会議全国集会 

  in岩手（開催地：岩手県盛岡市） 

地域で共に学び、暮らせる社会へ ～おでんせ！岩手～ 

 

参加募集  
200200200200８８８８年年年年    ６月１４日（土）・１５日（日） 

13：30～17：30      9：30～16：30 

 

【会 場】 いわて県民情報交流センター・アイーナ     

      〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目 7-1  

（電話）019-606-1717 （FAX）019-606-1716   http://www.aiina.jp/ 

※会場までの地図・宿泊のお申し込みについての詳細は、折りこみ付録をご覧ください。 

【参加費】 3,000 円（資料代） 
懇親会（14 日 18：00～） 5,000 円（希望者のみ） 

昼食代（15 日）        800 円（希望者のみ） 

 
●プログラムについて、お申込みについてのお問合せは 

【主催団体】 特定非営利活動法人 ＤＰＩ日本会議  
         〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-11-8 武蔵野ビル 5 階 

        （電話）03-5282-3730 （FAX）03-5282-0017 http://www.dpi-japan.org 

         

【地元主催団体】 第 24 回ＤＰＩ日本会議全国集会岩手大会実行委員会 

        〒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 http://cil.55street.net/ 

（幹事団体：CILもりおか） 

 

第 24 回ＤＰＩ日本会議全国集会 in 岩手 プログラム 

1 日目：２００８年６月１４日（土） 

＜特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議 2008 年度総会＞ 

12：30～    受付開始  13：00～  開場 

13：30～17:30  特定非営利活動法人 DPI 日本会議 2008 年度総会   18：00～  懇親会 

2 日目：２００８年６月１５日（日） 

＜第 24 回ＤＰＩ日本会議全国集会 in 岩手＞ 

9：00～      受付開始     9：30～ 9：45 開会式 

9：45～12：30  全体会  
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テーマテーマテーマテーマ「「「「地域地域地域地域でででで共共共共にににに学学学学びびびび、、、、暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる社会社会社会社会へへへへ    ～～～～おでんせおでんせおでんせおでんせ！！！！岩手岩手岩手岩手～～～～    」」」」    

 
2006 年 12 月障害者権利条約が採択され、日本政府は 2007 年 9 月に署名を行いました。現在、条

約を批准するために、本格的な国内法整備の検討に入っています。条約の国内実施においては、

条約第 2条(定義)に明記されている言語やコミュニケーション、ユニバーサルデザインとともに、

障害に基づく差別と合理的配慮を国内法の中で、どのように具体化するかが極めて重要です。今

回の全体会では、「差別禁止」と「権利の保障」をキーワードに、障害者権利条約を地域の身近

な課題と取り組みにつなげ、当事者が求める条約の国内実施を考えます。    
＜特別報告＞ ▶ ▶ ▶ 「「「「障害者障害者障害者障害者のののの権利条約権利条約権利条約権利条約とととと障害者基本法障害者基本法障害者基本法障害者基本法のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて」」」」                                        

*敬称略              須田須田須田須田    康幸康幸康幸康幸（（（（内閣府政策統括官付障害者施策担当内閣府政策統括官付障害者施策担当内閣府政策統括官付障害者施策担当内閣府政策統括官付障害者施策担当））））    

「「「「障害者障害者障害者障害者のののの権利条約権利条約権利条約権利条約とととと国内法整備国内法整備国内法整備国内法整備のののの課題課題課題課題」」」」    

東東東東    俊裕俊裕俊裕俊裕（（（（弁護士弁護士弁護士弁護士、ＤＰＩ、ＤＰＩ、ＤＰＩ、ＤＰＩ日本会議条約担当役員日本会議条約担当役員日本会議条約担当役員日本会議条約担当役員））））                    

＜シンポジウム＞ ▶ ▶ ▶ 「「「「障害者差別禁止法障害者差別禁止法障害者差別禁止法障害者差別禁止法とととと自治体条例自治体条例自治体条例自治体条例のののの制定制定制定制定にににに向向向向けてけてけてけて」」」」 

●シンポジスト      大信田 康統 （盛岡市身体障害者協議会副理事長、障がい者への差

別をなくすための県条例の制定を進める会代表） 

野老 真理子 （企業関係者、千葉県障害者差別をなくす研究会委員） 

金 政玉  （DPI 障害者権利擁護センター所長） 

○コメンテーター     須田 康幸、東 俊裕 

●コーディネーター    楠 敏雄  （障害者の完全参加と自立を目指す大阪連絡会、DPI

日本会議副議長） 

12：30～13：30 昼食休憩 

13：30～16：30 分科会１～４および特別分科会・特別企画 

分科会１ 

地域生活支援「どうなる？『障害者自立支援法』、どう実現する！自立生活・地

域社会へのインクルージョン」 
「障害者自立支援法」の施行から 2 年、当事者・関係者からの声、行動に突き動かさ

れるように、「特別対策」「緊急措置」が講じられてきた。しかし、重度訪問介護サービ

スや移動支援事業、グループホーム・ケアホーム等、障害者の地域生活に関した問題は

依然として残されたままである。そうした中 2009 年には「抜本見直し」の時期を迎え

ることとなる。障害者権利条約では、障害者が地域で暮らす権利を平等に認めており、

「自立生活・地域社会へのインクルージョン」等が規定されている。「自立支援法」の

手直しにとどまらず、どんなに重度の障害があっても地域で暮らせる法・制度の確立が

求められる。この分科会では、当事者・現場から「自立支援法」の課題を明らかにする

とともに、障害者の地域生活を実現する福祉サービス法について検討していく。 

○報告 当事者・現場から見えてきた「自立支援法」の課題～身体障害・知的障害・

精神障害・難病…それぞれの立場から、岩手より報告 

●講演・討議 「自立生活・地域社会へのインクルージョンに向けて」 発題「障

害者の自立生活と福祉サービス法（仮）」北野誠一（東洋大学教授） 

○コーディネーター：尾上浩二(DPI 日本会議事務局長) 

 

分科会２ 

交通・まちづくり「地域の交通・まちづくりの課題とバリアフリー新法」 
わたしたちの社会生活に欠かすことのできない交通・まちづくりについて、地域での

具体的な問題点とバリアフリー新法（2006 年 12 月施行）とが、どのように関係し、そ

れらの問題に対し有効であるのかどうかを検討し、これからの地域の交通・まちづくり

の方策を考える。 

また、国土交通省より交通政策の現状報告を予定。 

●シンポジスト：佐賀典子（盲導犬ユーザー、盛岡市在住）、西谷嘉昭（自立生活セ

ンターPing あおもり事務局長）、上薗和隆（DPI 日本会議事務局） 

○コーディネーター：今福義明（DPI 日本会議交通問題担当役員）、三澤 了（DPI

日本会議議長） 
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分科会３ 

権利擁護「障害者差別禁止法に望むこと」 
障害者権利条約では、「『障害に基づく差別』とは、障害に基づくあらゆる区別、排

除又は制限」であるとされ、「合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を

含む」ことが明記された。障害者差別をなくす条例が千葉県で制定（2006 年 10 月）さ

れ、昨年 7 月から施行された。現在、岩手県でも条例作りの取組みが進んでいる。障害

に基づく差別をなくすための自治体条例づくりの立場から、または当事者の側に立った

権利擁護を目的とする具体的な相談支援活動の立場から、障害者差別禁止法に望むこと

は何かを提起し議論を深める。 

●シンポジスト: 長葭千恵子（岩手県障害者 110 番相談員）、西田えみ子（DPI 障害

者権利擁護センター相談員）、高梨憲司（視覚障害者総合支援センターちば、千葉県

障害者差別をなくすための研究会より） 

○コメンテーター：東 俊裕（弁護士、DPI 日本会議条約担当役員）、コーディネー

ター：金 政玉（DPI 障害者権利擁護センター所長） 

分科会４ 

教育「権利条約批准に向けて、インクルーシブ教育へ転換しよう！」 
2007 年度から実施された特別支援教育は、これまでの特殊教育の枠組みを変えること

なく対象を拡大し、その体制は延長されている。地域の通常学級にいた発達障害児は特

別支援学級に囲い込まれ、どの都道府県でも特別支援学校の再編と新設、学級数の増加

が進められており、このままでは障害者権利条約で原則とされているインクルーシブ教

育は果たされなくなってしまう。今、障害児教育はどういう状況にあるのか。それに対

してどのような実践や取り組みが必要なのか。地域の状況報告を受けながら、私たちの

取り組みについて認識と課題を明確にしていきたい。 

●シンポジスト：教育現場・地域の取り組みについての報告（岩手より）、インクル

ーシブ教育へ向けた取り組み（教育現場での実践報告）、権利条約批准に向けた取り

組みの組織化（インクルーシブ教育推進ネットより）、他 

○コーディネーター：姜 博久（障害者自立生活センタースクラム、DPI 日本会議常

任委員）、楠 敏雄(DPI 日本会議副議長) 

特別 

分科会 

労働「障害者雇用の現状と課題から検証する」 
現在の我が国の障害者雇用施策は、国際的な基準に到達していない。また障害者権利

条約の視点から検証すると、公務部門における障害者採用試験応募要項や実施状況、最

低賃金除外規定や重度障害者の障害者雇用率の算定におけるダブルカウント等の問題

が明らかとなってくる。こうした現状から以下を議論の柱として、障害者権利条約の批

准とその理念を施策に反映させることを目的として、障害者雇用施策の現状と課題を検

証する。 

１．障害者雇用促進法と一般就労の現場から ２．障害者自立支援法と福祉的就労の現

場から ３．国際条約が障害者雇用に求めるもの 

●シンポジスト: 竹高照美（夢現舎企業組合夢 IT 工房所長）、奥山幸博（自治労障

害労働者全国連絡会事務局長）、西村正樹（DPI 北海道ブロック議長、DPI 日本会議

副議長）、他 

○コーディネーター：石橋宏昭（障害者問題を考える兵庫県連絡会議、DPI 日本会

議常任委員） 

特別企画 

ＤＰＩ女性障害者ネットワークによる映画上映＆意見交換会 映画「忘れてほ

しゅうない－隠されてきた強制不妊手術－」 
制作・著作：優生思想を問うネットワーク（2004 年制作）／全編字幕付 ＜内容＞脳性

マヒの障害をもつ佐々木千津子さんは、20 才の時、強制的に不妊手術を受けさせられた。

このビデオは彼女の日常と、この問題解明に向かって活動する姿を追う中で、日本にお

ける強制不妊手術の実態に迫る。また、イラストを用いてその歴史や社会的背景をわか

りやすく描きながら、今もある優生思想の存在を私たちに問いかける。 

 今回は、約 30 分の映画鑑賞の後、映画制作に携わった方々を交え、会場の皆さんと

意見交換を行う。 

●ゲスト 佐々木千津子（映画出演者）、利光恵子（元・優生思想を問うネットワー

ク、生殖と差別・紙芝居プロジェクト）     

○コーディネーター：南雲君江（DPI 女性障害者ネットワーク代表） 



        

 6 

    

 

 

 

 

 

昨年行われたクリスマス会を今号で報告致します。 

毎年行われているクリスマス会も５回目を迎えました。 

毎年ケーキにデコレーションをみんなで行います。今年も綺麗にデコレーションができま

した。ケーキのスポンジの間にフルーツが挟まっていて、とても美味しかったです。 

さて、今年は音楽による余興に力を入れました。当団体の川畑はハーモニカでジングルベ

ルを演奏しました。（当日までレミオロメンの粉雪をやると息巻いておりましたが、やはり無

理でした）続きまして、事務局長の今川と、ヘルパー高橋英さんによるチューバとギターで

す。秋川雅史の「千の風になって」を合奏しました。事前に練習も行いましたが、本番直前

に最初の音程はどこから入るのか音合わせでちょっとしたトラブルもありました。でも、本

番はちゃんと演奏できました。 

そして最後に今回、岩手県立大学の学生で、路上ライブから会場ライブ、福祉施設などで

ライブを行うなど、音楽の場を沢山経験している若者、中野寛人さんを特別ゲストとして迎

えました。中野さんは、２０分間でオリジナルから冬に関するコピー曲をギター１本で弾き

語りして下さいました。「これ知ってる～！」と参加者は、とても大喜び。オリジナルの曲「20

歳」もとても良い曲で、皆さん中野さんの歌に聴き惚れていました。 

また来年も楽しいクリスマス会にしたいと思います♪         文：今川 

 

 

 

ＣＩＬもりおか３月のイベントとして、ふれあいランド調理室にて、桃の節句会を行いま

した。身体障害３名、知的障害４名、ご家族１名、介助者３名の総勢１１名の参加で、賑や

かに行われました。会では、イチゴ白玉と、ちらし寿司ケーキ作りをおこないました。とく

に今回はじめて作ったイチゴ白玉は、冷蔵庫から出して手作りシロップを盛り付けてみたら、

まあなんと美しい～！ イチゴの赤とヘタの緑と白玉の白があざやかで、おひなさまらしい

一品になりました。 

では、食卓を囲んで、全員で、「いただきま～ス！」 

むむっ、お寿司おいしい。見た目もきれいで、味もしっかり沁みていました。 

いつも通っている作業所の話し、職場の話し、福祉制度の話し。ふだんの話し。ジャニー
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ズの話し。いろいろな話で盛り上がりました。そのうちに誰かが、イチゴ白玉を一番先に食

べました。「アレレ、煮えていないかも・・・（汗）」「粉っぽいかも・・・（汗）」そん

な声があっちからこっちから聞こえてきました。「確かに、一部粉っぽい・・・」でも、味

自体は最高でした。「これはこれでいいよね」「うん、おいしいね」 

＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾ 

こうして、楽しい時間は過ぎていきました。 

身体障害、知的障害の仲間がふれあういい機会になったと思います。知的障害の仲間が身

体障害の仲間に手を貸す様子が、集いの回を重ねていくうちに、どんどん自然な雰囲気にな

ってきていることを感じました。みんながお互いに元気をもらって、また会いましょうと言

いながらそれぞれの岐路につきました。                  文：川畑 

 

 

    
★★★★イエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーン★★★★    

当団体当団体当団体当団体はははは３３３３年前年前年前年前からからからからイオンイエローレシートキャンペーンイオンイエローレシートキャンペーンイオンイエローレシートキャンペーンイオンイエローレシートキャンペーンにににに団体登録団体登録団体登録団体登録していますがしていますがしていますがしていますが、、、、２２２２月月月月

１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月）、）、）、）、今回初今回初今回初今回初めてめてめてめて、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフ、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか会員計会員計会員計会員計８８８８名名名名がががが投函投函投函投函ボックスボックスボックスボックスをををを首首首首にぶらにぶらにぶらにぶら

下下下下げげげげ、、、、黄色黄色黄色黄色いいいいタスキタスキタスキタスキをかけてをかけてをかけてをかけて自自自自らららら呼呼呼呼びかけをしびかけをしびかけをしびかけをし、、、、レシートレシートレシートレシート集集集集めをしましためをしましためをしましためをしました。。。。    

前潟前潟前潟前潟イオンイオンイオンイオンにににに行行行行くにあたってくにあたってくにあたってくにあたって、、、、まずまずまずまず辿辿辿辿りりりり着着着着くまでのくまでのくまでのくまでの話話話話しですしですしですしです。。。。自宅自宅自宅自宅からからからから盛岡駅盛岡駅盛岡駅盛岡駅までのまでのまでのまでのスロスロスロスロ

ープープープープ付付付付きききき路線路線路線路線バスバスバスバスがありがありがありがあり、、、、時時時時々々々々活用活用活用活用していますしていますしていますしています。。。。しかししかししかししかし、、、、盛岡駅盛岡駅盛岡駅盛岡駅からからからからイオンイオンイオンイオン行行行行きのきのきのきのスロープスロープスロープスロープ

付付付付ききききバスバスバスバスがががが運行運行運行運行されていませんされていませんされていませんされていません。。。。バスバスバスバス時刻表時刻表時刻表時刻表をををを何度何度何度何度見見見見てもなかったためてもなかったためてもなかったためてもなかったため、、、、一応営業所一応営業所一応営業所一応営業所にににに聞聞聞聞いいいい

てみましたてみましたてみましたてみました。。。。しかしあっさりしかしあっさりしかしあっさりしかしあっさり「「「「ありませんありませんありませんありません」」」」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。イオンイオンイオンイオンはははは前潟店前潟店前潟店前潟店もももも南店南店南店南店もももも車椅車椅車椅車椅

子利用者子利用者子利用者子利用者をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん見見見見かけますかけますかけますかけます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、スロープバススロープバススロープバススロープバスをををを運行運行運行運行すればすればすればすれば乗客乗客乗客乗客がががが必必必必ずいるはずでずいるはずでずいるはずでずいるはずで

すすすす。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、イオンイオンイオンイオン行行行行きのきのきのきのスロープスロープスロープスロープ付付付付ききききバスバスバスバスをををを運行運行運行運行してしてしてして欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと、、、、バスバスバスバス会社会社会社会社にににに要望要望要望要望したいですしたいですしたいですしたいです。。。。    

ようやくようやくようやくようやく辿辿辿辿りりりり着着着着いたいたいたいたイオンイオンイオンイオンではではではでは、、、、祝日祝日祝日祝日のためのためのためのため店内店内店内店内はははは大賑大賑大賑大賑わいわいわいわい。。。。人人人人ごみをごみをごみをごみを掻掻掻掻きききき分分分分けてけてけてけて、、、、投函投函投函投函

ボックスボックスボックスボックスがあるがあるがあるがあるコーナーコーナーコーナーコーナーにににに向向向向かうかうかうかう時時時時、、、、すでにすでにすでにすでに心臓心臓心臓心臓ががががバクバクバクバクバクバクバクバク。。。。はたしてはたしてはたしてはたして大大大大きなきなきなきな声声声声でででで、、、、呼呼呼呼びかびかびかびか

けできるだろうかけできるだろうかけできるだろうかけできるだろうか。。。。ジャスコジャスコジャスコジャスコのののの係員係員係員係員がががが、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン用用用用にににに用意用意用意用意してあるしてあるしてあるしてある黄色黄色黄色黄色いいいいタスキタスキタスキタスキをををを５５５５個個個個

とととと箱箱箱箱をををを渡渡渡渡してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました。。。。最初最初最初最初はははは５５５５人人人人でででで始始始始めましためましためましためました。。。。１１１１階階階階ののののレジレジレジレジのののの真真真真んんんん前前前前にににに４４４４人人人人、、、、２２２２階階階階にににに１１１１

人人人人がががが陣取陣取陣取陣取ってってってって、、、、手作手作手作手作りしていったりしていったりしていったりしていった箱箱箱箱をぶらをぶらをぶらをぶら下下下下げてげてげてげて、、、、さあさあさあさあ、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ行動開始行動開始行動開始行動開始。。。。第一声第一声第一声第一声をあげをあげをあげをあげ

てくれたのはてくれたのはてくれたのはてくれたのは、、、、介助者介助者介助者介助者のひとりでしたのひとりでしたのひとりでしたのひとりでした。。。。そのそのそのその声声声声にににに勇気勇気勇気勇気をもらってをもらってをもらってをもらって、「、「、「、「イエローレシートイエローレシートイエローレシートイエローレシートのののの投函投函投函投函

をおをおをおをお願願願願いしまいしまいしまいしま～～～～すすすす！」「！」「！」「！」「こちらはこちらはこちらはこちらは、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬもりおかですもりおかですもりおかですもりおかです。。。。黄色黄色黄色黄色いいいいレシートレシートレシートレシート集集集集めていまめていまめていまめていま～～～～すすすす！」！」！」！」    

「「「「よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしまいしまいしまいしまーーーーすすすす！」。！」。！」。！」。    

最初最初最初最初はははは小小小小さなさなさなさな声声声声でででで、、、、しかししかししかししかし、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん声声声声がががが出出出出せるようになりせるようになりせるようになりせるようになり、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん気持気持気持気持ちよくなりちよくなりちよくなりちよくなり、、、、

だんだんだんだんだんだんだんだん大大大大きなきなきなきな声声声声になっていてになっていてになっていてになっていて、、、、自分自分自分自分でもびっくりしでもびっくりしでもびっくりしでもびっくりしましたましたましたました。。。。    
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買物買物買物買物するたびにするたびにするたびにするたびに何度何度何度何度もももも足足足足をををを運運運運びびびびレシートレシートレシートレシート入入入入れてくれたれてくれたれてくれたれてくれた方方方方、、、、最初最初最初最初はははは遠遠遠遠くでくでくでくで見見見見ていてだんだんていてだんだんていてだんだんていてだんだん

近近近近づいてようやくづいてようやくづいてようやくづいてようやくレシートレシートレシートレシート入入入入れてくれたれてくれたれてくれたれてくれた方方方方、、、、おおおお子子子子さんにさんにさんにさんに「「「「入入入入れておいでれておいでれておいでれておいで」」」」とととと言言言言ってくれたってくれたってくれたってくれた大大大大

人人人人のののの方方方方、「、「、「、「おおおお疲疲疲疲れさまれさまれさまれさま」」」」とととと声声声声をかけながらをかけながらをかけながらをかけながらレシートレシートレシートレシート入入入入れてくれたれてくれたれてくれたれてくれた方方方方、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとう。。。。    

あまりにあまりにあまりにあまりに声声声声をををを張張張張りりりり上上上上げげげげ喉喉喉喉がががが痛痛痛痛くなってきたくなってきたくなってきたくなってきた頃頃頃頃、、、、２２２２人人人人ののののＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬ介助介助介助介助スタッフスタッフスタッフスタッフがががが応援応援応援応援にににに来来来来てくてくてくてく

れましたれましたれましたれました。。。。嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい～！～！～！～！終了時間間際終了時間間際終了時間間際終了時間間際のののの夕方夕方夕方夕方になるとおになるとおになるとおになるとお客客客客はさらにはさらにはさらにはさらに増増増増えてえてえてえて、、、、レシートレシートレシートレシートはたくさはたくさはたくさはたくさ

んんんん集集集集まりましたまりましたまりましたまりました。。。。終了間際終了間際終了間際終了間際にににに、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬ会員会員会員会員のののの方方方方がががが駆駆駆駆けつけてくれてけつけてくれてけつけてくれてけつけてくれて、、、、買物買物買物買物のあとでさりげなのあとでさりげなのあとでさりげなのあとでさりげな

くくくくレシートレシートレシートレシートをををを投函投函投函投函してしてしてしてくれましたくれましたくれましたくれました。。。。    持参持参持参持参したしたしたした箱箱箱箱にににに入入入入ったったったったレシートレシートレシートレシートすべてをすべてをすべてをすべてをイオンイオンイオンイオンのののの箱箱箱箱にににに移移移移

すとすとすとすと、、、、どのどのどのどの箱箱箱箱もぎゅうぎゅうもぎゅうぎゅうもぎゅうぎゅうもぎゅうぎゅう詰詰詰詰めめめめ状態状態状態状態でででで、、、、嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴でしたでしたでしたでした。。。。箱箱箱箱にににに集集集集まったまったまったまったレシートレシートレシートレシートのののの金額金額金額金額

合計合計合計合計のののの１１１１割割割割がががが、、、、団体団体団体団体にににに寄付寄付寄付寄付されるとのことされるとのことされるとのことされるとのこと。。。。最終的最終的最終的最終的なななな金額金額金額金額のののの発表発表発表発表はははは年年年年にににに数回数回数回数回ありありありあり、、、、贈呈式贈呈式贈呈式贈呈式がががが

ありますありますありますあります。。。。そのそのそのその日日日日をををを楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに、「、「、「、「みんなみんなみんなみんな、、、、おおおお疲疲疲疲れさまれさまれさまれさま～」～」～」～」とととと労労労労をねぎらいをねぎらいをねぎらいをねぎらい、、、、解散解散解散解散しましたしましたしましたしました。。。。    

今回今回今回今回ののののレシートキャンペーンレシートキャンペーンレシートキャンペーンレシートキャンペーンへのへのへのへの参加参加参加参加はははは、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬ会員相互会員相互会員相互会員相互のののの交流交流交流交流をををを深深深深めるめるめるめる機会機会機会機会になればとになればとになればとになればと、、、、

集集集集まるまるまるまる機会作機会作機会作機会作りにりにりにりに会員会員会員会員にににに呼呼呼呼びかけたのがきっかけですびかけたのがきっかけですびかけたのがきっかけですびかけたのがきっかけです。。。。このようなこのようなこのようなこのような呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける行動行動行動行動はははは、、、、厚生厚生厚生厚生

労働省前労働省前労働省前労働省前でのでのでのでのデモデモデモデモでのでのでのでのビラビラビラビラ配配配配りりりり。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、名取市名取市名取市名取市でのでのでのでの署名活動署名活動署名活動署名活動。。。。そしてそしてそしてそして今日今日今日今日のののの行動行動行動行動。。。。のののの経経経経

験験験験をををを重重重重ねていますねていますねていますねています。。。。どのどのどのどの行動行動行動行動もももも、、、、種類種類種類種類やややや目的目的目的目的はははは違違違違っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、自分自分自分自分たちがこのたちがこのたちがこのたちがこの街中街中街中街中でででで暮暮暮暮らららら

しているしているしているしている存在存在存在存在をををを知知知知ってもらうためのってもらうためのってもらうためのってもらうための行動行動行動行動ですですですです。。。。今後今後今後今後もももも、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬ、ＣＩＬもりおかというもりおかというもりおかというもりおかという運動体運動体運動体運動体としてとしてとしてとして

のののの行動行動行動行動をををを少少少少しずつしずつしずつしずつ地域地域地域地域にににに根付根付根付根付かせてかせてかせてかせて行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。                                                

文文文文：：：：川畑川畑川畑川畑    

    

イエローレシートイエローレシートイエローレシートイエローレシート贈呈式贈呈式贈呈式贈呈式のののの報告報告報告報告    
４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、１１１１年間各団体年間各団体年間各団体年間各団体にににに貯貯貯貯まったまったまったまったイエローレシートイエローレシートイエローレシートイエローレシートのののの贈呈式贈呈式贈呈式贈呈式がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。黄黄黄黄

色色色色いいいいレシートレシートレシートレシートのののの合計金額合計金額合計金額合計金額からからからから１１１１％％％％がががが贈呈金額贈呈金額贈呈金額贈呈金額となりとなりとなりとなり、、、、前潟前潟前潟前潟ののののイオンモールイオンモールイオンモールイオンモール盛岡盛岡盛岡盛岡ととととイオンイオンイオンイオン盛岡盛岡盛岡盛岡

南南南南にににに登録登録登録登録しているしているしているしている３２３２３２３２団体団体団体団体がががが集集集集まりまりまりまり、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ希望希望希望希望したしたしたした商品商品商品商品ををををイオンイオンイオンイオンからからからから頂頂頂頂くことができまくことができまくことができまくことができま

したしたしたした。。。。    

当団体当団体当団体当団体ではではではでは、、、、７８７８７８７８，，，，００００００００００００円程度円程度円程度円程度のののの贈呈金額贈呈金額贈呈金額贈呈金額でででで、、、、このこのこのこの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで商品商品商品商品（（（（本棚本棚本棚本棚、、、、ふきんをふきんをふきんをふきんを洗洗洗洗ええええ

るるるる簡易洗濯機簡易洗濯機簡易洗濯機簡易洗濯機、、、、加湿器加湿器加湿器加湿器、、、、ピアカンピアカンピアカンピアカン用用用用ののののキッチンタイマーキッチンタイマーキッチンタイマーキッチンタイマーなどなどなどなど））））をををを頂頂頂頂くことができましたくことができましたくことができましたくことができました。。。。ここここ

れらはれらはれらはれらは、、、、事務事務事務事務やややや研修研修研修研修でででで使使使使うことをうことをうことをうことを目的目的目的目的としてとしてとしてとして選選選選びましたびましたびましたびました。。。。当団体当団体当団体当団体ではこれらをではこれらをではこれらをではこれらを活用活用活用活用してしてしてして、、、、よよよよ

りよいりよいりよいりよい研修研修研修研修をををを行行行行っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。行事用行事用行事用行事用ののののバーベキューセットバーベキューセットバーベキューセットバーベキューセットはははは、、、、イオンイオンイオンイオンではではではでは買買買買ええええ

ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。((((----____----;);););)今年度今年度今年度今年度もももも前潟前潟前潟前潟ののののイオンモールイオンモールイオンモールイオンモール盛岡盛岡盛岡盛岡にてにてにてにてイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンのののの

登録団体登録団体登録団体登録団体になっていますのでになっていますのでになっていますのでになっていますので、、、、是非是非是非是非ともみなさんともみなさんともみなさんともみなさん投函投函投函投函よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    文文文文：：：：今川今川今川今川    
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第一回第一回第一回第一回    長期長期長期長期ピアピアピアピア・・・・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講座講座講座講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

    

★ 申込用紙申込用紙申込用紙申込用紙がががが必要必要必要必要なななな方方方方はごはごはごはご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。。。。    

（（（（連絡先連絡先連絡先連絡先：：：：℡℡℡℡    ０５００５００５００５０－－－－１３８２１３８２１３８２１３８２－－－－０１３１０１３１０１３１０１３１    FAXFAXFAXFAX    ０１９０１９０１９０１９－－－－６３６６３６６３６６３６－－－－０１３４０１３４０１３４０１３４    eeee----mailmailmailmail：：：：cil_morioka@ybb.ne.jpcil_morioka@ybb.ne.jpcil_morioka@ybb.ne.jpcil_morioka@ybb.ne.jp））））★★★★    

    

雪解雪解雪解雪解けのけのけのけの季節季節季節季節となりとなりとなりとなり、、、、だんだんとだんだんとだんだんとだんだんと春春春春めいてきましたねめいてきましたねめいてきましたねめいてきましたね。。。。皆皆皆皆さんいかがおさんいかがおさんいかがおさんいかがお過過過過ごしでしょうかごしでしょうかごしでしょうかごしでしょうか？？？？        

このこのこのこの度度度度ピアピアピアピア・・・・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長期講座長期講座長期講座長期講座をををを行行行行いますいますいますいます。。。。東北東北東北東北でででで長期講座長期講座長期講座長期講座はめったにはめったにはめったにはめったに行行行行われないためわれないためわれないためわれないため、、、、

ピアカンピアカンピアカンピアカンをををを北海道北海道北海道北海道・・・・東北東北東北東北のののの多多多多くのくのくのくの人人人人にににに知知知知ってってってって頂頂頂頂くためにくためにくためにくために開催開催開催開催するするするすることにことにことにことに致致致致しましたしましたしましたしました。。。。    

    障害障害障害障害をををを持持持持っているっているっているっている仲間仲間仲間仲間どうしどうしどうしどうし、、、、悩悩悩悩みみみみ、、、、気持気持気持気持ちをちをちをちを分分分分かちかちかちかち合合合合いいいい、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに話話話話をををを聞聞聞聞きききき合合合合うことをうことをうことをうことを中心中心中心中心

ににににプログラムプログラムプログラムプログラムをををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

いろいろないろいろないろいろないろいろな人人人人とととと知知知知りりりり合合合合いいいい、、、、学学学学びあうびあうびあうびあう場場場場にもなりますにもなりますにもなりますにもなります。。。。自立生活自立生活自立生活自立生活をををを目指目指目指目指しているしているしているしている人人人人、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活をををを

もっともっともっともっと素敵素敵素敵素敵にするためににするためににするためににするためにピアピアピアピア・・・・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をををを知知知知りたいりたいりたいりたい人人人人、、、、障害者障害者障害者障害者ならどなたでもならどなたでもならどなたでもならどなたでも参加参加参加参加できまできまできまできま

すすすす。。。。長時間長時間長時間長時間にわたるにわたるにわたるにわたる講座講座講座講座なのでなのでなのでなので、、、、休憩休憩休憩休憩をををを入入入入れながられながられながられながら、、、、ゆっくりやっていきたいとゆっくりやっていきたいとゆっくりやっていきたいとゆっくりやっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。皆様皆様皆様皆様

のののの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。    

    

★日時：（前期）平成２０年５月２１日（水）１１:００－２０:００ 

２２日（木）１０:００－１９:３０ 

２３日（金）１０:００－１７:３０ 

★日時：（後期）平成２０年６月２５日（水）１１:００－２０:００ 

               ２６日（木）１０:００－１９:３０ 

                    ２７日（金）１０:００－１７:３０ 

※※※※休憩休憩休憩休憩はははは１１１１日日日日２２２２～～～～３３３３時間時間時間時間をををを確保確保確保確保｡｡｡｡受講者受講者受講者受講者のののの体調体調体調体調をををを見見見見ながらながらながらながら適宜休憩適宜休憩適宜休憩適宜休憩をとりますをとりますをとりますをとります｡｡｡｡    

★★★★会場会場会場会場：：：：    岩手県民情報交流岩手県民情報交流岩手県民情報交流岩手県民情報交流センターアイーナセンターアイーナセンターアイーナセンターアイーナ、、、、マリオスマリオスマリオスマリオス        

★★★★宿泊先宿泊先宿泊先宿泊先：：：：    盛岡駅周辺盛岡駅周辺盛岡駅周辺盛岡駅周辺ににににホテルメトロポリタンホテルメトロポリタンホテルメトロポリタンホテルメトロポリタン盛岡盛岡盛岡盛岡、、、、東横東横東横東横インインインイン、Ｒ＆Ｂ、、Ｒ＆Ｂ、、Ｒ＆Ｂ、、Ｒ＆Ｂ、ルートインルートインルートインルートイン、、、、他他他他がががが

ありますありますありますあります。。。。宿泊希望宿泊希望宿泊希望宿泊希望のののの方方方方はごはごはごはご自身自身自身自身でででで宿泊先宿泊先宿泊先宿泊先をををを探探探探さささされてもれてもれてもれても良良良良いですしいですしいですしいですし、、、、またはまたはまたはまたは事務局事務局事務局事務局にごにごにごにご相談相談相談相談

下下下下さいさいさいさい。。。。連絡連絡連絡連絡・・・・調整致調整致調整致調整致しますしますしますします。。。。なおなおなおなお、、、、宿泊代宿泊代宿泊代宿泊代はははは参加費参加費参加費参加費にににに含含含含まれておりませんのでまれておりませんのでまれておりませんのでまれておりませんので、、、、別途別途別途別途ホテホテホテホテ

ルルルルでおでおでおでお支払支払支払支払いいいい下下下下さいさいさいさい。。。。    

★★★★定員定員定員定員：：：：    ８８８８名名名名    

★★★★受講対象者受講対象者受講対象者受講対象者：：：：障害障害障害障害をををを持持持持っているっているっているっている方方方方でででで、、、、現在自立生活現在自立生活現在自立生活現在自立生活をしているをしているをしているをしている方方方方、、、、またはまたはまたはまたは目指目指目指目指しているしているしているしている方方方方。。。。    

★★★★参加費参加費参加費参加費：：：：    １５１５１５１５，，，，００００００００００００円円円円    （（（（宿泊代宿泊代宿泊代宿泊代、、、、食事代食事代食事代食事代はははは含含含含まれませんまれませんまれませんまれません。）。）。）。）    

★★★★リーダーリーダーリーダーリーダー    ：：：：    上野美佐穂上野美佐穂上野美佐穂上野美佐穂さんさんさんさん（（（（さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市    NPONPONPONPO 自立生活自立生活自立生活自立生活センターセンターセンターセンター・・・・くれぱすくれぱすくれぱすくれぱす代表代表代表代表））））    

見形信子見形信子見形信子見形信子さんさんさんさん（（（（さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市    NPONPONPONPO 自立生活自立生活自立生活自立生活センターセンターセンターセンター・・・・くれぱすくれぱすくれぱすくれぱす事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

★★★★介助者介助者介助者介助者がががが必要必要必要必要なななな方方方方はははは、、、、原則的原則的原則的原則的にににに自分自分自分自分でおでおでおでお連連連連れくださいれくださいれくださいれください。。。。またまたまたまたサポートサポートサポートサポートがががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合、、、、なるなるなるなる

べくおべくおべくおべくお早早早早めにごめにごめにごめにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。ごごごご相談相談相談相談にのりますにのりますにのりますにのります。。。。    

    

◆◆◆◆    ププププ    ロロロロ    ググググ    ララララ    ムムムム    予予予予    定定定定    内内内内    容容容容    ◆◆◆◆    

５５５５月月月月２１２１２１２１、、、、２２２２２２２２、、、、２３２３２３２３日日日日    前期前期前期前期    

・・・・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とはとはとはとは？？？？    ・・・・人間人間人間人間のののの本質本質本質本質とととと感情感情感情感情のののの解放解放解放解放についてについてについてについて    ・・・・障害障害障害障害についてについてについてについて    

・・・・聴聴聴聴くことについてくことについてくことについてくことについて    ・・・・信頼信頼信頼信頼することすることすることすること    ・・・・サポートサポートサポートサポートをををを得得得得ることることることること、、、、あげることあげることあげることあげること    

６６６６月月月月２５２５２５２５，，，，２６２６２６２６，，，，２７２７２７２７日日日日    後期後期後期後期    

・・・・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のののの復習復習復習復習    ・・・・力力力力についてについてについてについて    

・・・・パターンパターンパターンパターンとはとはとはとは何何何何かかかか    ・・・・抑圧抑圧抑圧抑圧についてについてについてについて    ・・・・リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップについてについてについてについて    

・・・・ロールﾌロールﾌロールﾌロールﾌﾟ゚゚゚ﾚｲﾚｲﾚｲﾚｲとととと自己主張自己主張自己主張自己主張トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    他他他他    

（（（（20202020....1.11.11.11.1----20202020....4.4.4.4.15151515）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 

01010101 月月月月        ２８ ＤＰＩ日本会議全国集会岩手大会会議／個別相談 

０４ 仕事初め ２９ 岩手県身体障害者福祉協会訪問：３名 

長期ピアカウンセリング講座打ち合わせ会議 

０８ 事務局会議：３名 03030303 月月月月  
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０９ 個別ＩＬＰ ０２ 個別ＩＬＰ 

１０ 岩手運輸支局訪問 ０３ 長期ピアカウンセリング講座打ち合わせ電話会議 

１１ 個別ＩＬＰ ０５ ＤＰＩ日本会議全国集会岩手大会現地説明会 

ＤＰＩ日本会議来訪：３名／県保健福祉部訪問 

盛岡市障害福祉課訪問／盛岡市社会福祉協議会訪問 

１４ 新年会：６名 ０６ 個別介助者研修／個別ピアカウンセリング／交渉会議 

１５ 全国障害者介護保障協議会電話会議：１名 ０８ バリアフリーリーダー養成講座受講：１名（～９日） 

１６ 事務局会議 

福祉作業所「団舞」来訪：１名 

１０ 岩手県精神障害者家族会連合会訪問 

岩手県障害者１１０番訪問 

１８ 県立盛岡養護学校都南校来訪１名：個別相談 １１ ＤＰＩ日本会議全国集会岩手大会事務局会議 

２１ 福祉作業所「You-Me ゆいっこ」来訪：２名 

個別訪問 

１３    交渉研修会参加（自薦ヘルパー推進協会訪問）：４名 

２２ 盛岡広域圏障害者自立支援協議会研修：１名 １４ ＤＰＩ日本会議事務局訪問：４名 

２３ 介助者個別相談 １６ 桃の節句会実施：１１名／ＧＭコーディネーター会議 

２４ 事務局会議：３名 １８ 全国障害者介護保障協議会電話会議：１名 

ＤＰＩ日本会議全国集会岩手大会事務局会議 

２５ 個別訪問 １９ コーディネーター研修 

ＤＰＩ岩手大会事務局会議ケータリング業者来訪 

２８ 個別相談 ２０ 個別訪問 

２９ 介助者個別相談 ２１ 岩手県議会傍聴／介助者面接／交渉会議／事務局会議 

３０ 個別訪問 ２２ 介助者個別相談 

３１ 個別訪問 ２４ ＧＭコーディネーター会議／個別ＩＬＰ 

02020202 月月月月  ２５ ＤＰＩ岩手大会事務局会議／個別相談 

０１ 個別訪問／介助者研修 

もりおか障害者自立支援プラザ来訪：１名 

２７ 盛岡タイムス取材／福祉作業所「団舞」来訪：１名 

０３ アドボケーター研修：１名（～５日） 

ＣＩＬ小平訪問：１名／介助者研修 

２８ 盛岡タイムス取材／岩手日報社来訪／介助者個別相談 

ＤＰＩ岩手大会事務局会議 

０６ 介助者研修 ３１ ＧＭコーディネーター会議 

０８ 個別訪問 04040404 月月月月  

１１ イオンレシートキャンペーン参加：８名 ０１ ＧＭコーディネーター会議／DPI 岩手大会事務局会議 

１２ 介助者個別相談 ０３ 盛岡タイムス来訪／DPI 岩手大会事務局会議 

１３ 手代森地域福祉センター見学：３名 

福祉作業所「団舞」来訪：３名 

もりおか障害者自立支援プラザ訪問：２名 

０４ 個別訪問ＩＬＰ 

１４ 個別ピアカウンセリング ０５ ＤＰＩ岩手大会第一回実行委員会 

ＤＰＩ日本会議来訪：２名／介助者個別相談 

１５ 介助者研修 ０６ 介助者面接 

１８ 介助者個別相談 

ＪＩＬ所長セミナー参加：２名（～２０日） 

０８ 介助者研修／DPI 岩手大会事務局会議 

１９ 個別介助者研修 ０９ ＤＰＩ岩手大会事務局会議ケータリング業者来訪 

２１ ＧＭコーディネーター会議／交渉会議 

ＤＰＩ日本会議全国集会岩手大会会議 

１０ ＤＰＩ岩手大会長来訪事務局会議／スカイプ会議 

２３ 個別訪問相談／岩手ＮＰＯ基金プレゼン参加 １１ 重度訪問介護従業者養成研修① 

盛岡観光コンベンション協会来訪 

２６ 介助者個別相談 １２ 重度訪問介護従業者養成研修② 

イオンレシートキャンペーン贈呈式参加：５名 

１４ 福祉作業所「団舞」来訪／夢ＩＴ工房来訪 ２７ 個別訪問／盛岡ハートネット来訪／交渉会議 

ＧＭコーディネーター会議 

ＤＰＩ日本会議全国集会岩手大会会議 
１５ 全国障害者介護保障協議会電話会議：１名 

ＤＰＩ岩手大会長来訪事務局会議／事務局会議 

    

    

    

＜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
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事務所開所時間 １１：００～１８：００（月～金） 

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    

振込先振込先振込先振込先                        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  今年は、あれよあれよという間に桜の開花の便りが聞こえてき

て、花見会の準備も大わらわ。長期ピアカウンセリングの準備も大わらわ。

ＤＰＩ日本会議全国集会ｉｎ岩手大会の準備も大わらわ。 

全国のみなさん、岩手へ、盛岡へ、おでんせ～おでんせ～（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。 


