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熱投熱投熱投熱投！！！！激投激投激投激投！！！！！！！！    ボウリングボウリングボウリングボウリング大会大会大会大会    

 去る 2月 22 日（日）に盛岡市にあるマッハランドというところで、スタッフ＆利用者交

流ボウリング大会を開催しました。当日は日曜日ということもあって、会場には多くの家

族連れ、カップル、友人同士がボウリングを楽しんでいたため大混雑…。それでも電動車

椅子で人ごみをすり抜け、周囲の人にも負けないほどの盛り上がりを見せたのでした。 

 

靴を借りたら、まずはボール選び… 自分の指にぴったりのボールを選ぶ人、そんなこ

ととは関係なくカラフルなボールを選ぶ人、一番重いボールを選ぶ人などなど、ここで早

くも戦いが始まっているかのようでした。さらに「優勝・準優勝者にはとっても豪華な（？）

景品が用意されていますよ～」という声を聞いたとたんに、参加者の目の色は変わり、豪

華景品ｇｅｔを目指して（？）に慎重にボールを転がしていました。 

ボールを転がすのが難しい方には、ボランティアとして参加いただいた盛岡社会福祉専

門学校生 3 名が、利用者の手足となってお手伝いして下さいました。ありがとうございま

した。ランド内では、車椅子用スロープ、ぜったいぜったいぜったいぜったいガーターにならないキッズレーン、「投

球機」と呼ばれる障害者やお子さんに配慮したボール転がし機などがあり、だれもが楽し

くゲームを行える工夫がたくさんありました。このようなユニバーサルなゲーム場が、各

地に増えていくといいですね。さて、3 ゲーム終了後の熱き闘いの結果は、いかに？？？？？ 

グービー賞の商品は…と言っている、この自分が最下位ってこと！？（自爆！） 

（文・川） 

 

今回参加今回参加今回参加今回参加されたされたされたされた方方方方からからからから、、、、感想感想感想感想をををを頂頂頂頂きましたのでごきましたのでごきましたのでごきましたのでご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 

 西田義克 

 

 車椅子になってから初めて、ボーリングをしました。いままで家に閉じこもって体を動

かす機会がありませんでした。今回、ボーリングに誘っていただきやってみようかな。と、

思い参加してみました。車椅子だと少し恥ずかしい面もありましたが、体を動かすとスト

レス解消にもなりますし、体を動かすのもいいものだと感じました。体を動かすといって

も少しだったけれども自分からしてみると結構動かしたほうだと思います。ボランティア

の皆さんにも、ボールを運んでもっらたり車椅子を押してもらったり、いろいろお手伝い

をしていただき助かりました。今は、車椅子でもボーリングが出来るんだなと、思いまし

た。１人じゃなにもできないけど大勢ですれば、楽しかった。はじめは、自分に出来るん

だろうかと思っていましたが、何回かしているうちにだんだんなれてきました。また、機

会があれば参加したいです。いろんな人と話をするのもいいものでした。                 
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《《《《最高最高最高最高ののののボウリングボウリングボウリングボウリング》》》》    

  

高橋律子 

 

 久しぶりにやったので、ドキドキしていました。でも、とっても嬉しかったです。なぜ

って？それは！スペアが 3 回とこのあとに・・・ストライクが 1回(^_-)だから、私は幸せ

～。一つ心に残ったことがある。もとクラスメートと似ている人たちと一緒に遊んでワー

キャー騒いだので 気持があったかくなっていました。懐かしい気持でいっばいでした。 最

高のボーリングといい時間を過ごせたと思います。 ありがとうございました。 

 

 

 

 

「別れ・出会い・さくら・お花見会…」 

 

 春を知らせるふきのとうがひっそりと事務所の裏庭に顔を覗かせ始めたころ、ＣＩＬでは大きな出

会いと別れが交錯していました。10 人あまりの健常者職員の中でこの一年尽力してくださったスタ

ッフが当団体を去ることになったのです。彼が去ったあと、2 名の介助者が新しい戦力として加わ

ることとなりました。赤坂さん、1 年間ありがとうございました。英さん、石亀さん、どうか末永くよろ

しくお願い致します。3 名の方からバトンタッチのご挨拶をいただきましたのでご紹介いたします。 

 

「「「「約約約約 1111 年年年年をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって」」」」    

赤坂敦史 

 

 皆さんこんにちは。昨年の４月から今年の３月まで、ヘルパーをしていた赤坂とい 

います。４月から働いていたといっても、実際にヘルパーになったのは６月ですか 

ら、実際のところはわずか９ヶ月という事になります。月並みな表現になってしまう 

のですが、本当にこの９ヶ月はあっという間に過ぎてしまった気がします。 

 しかし、短い期間の中でも多くの出会いがあり、そして貴重な勉強をする事ができ 

ました。たった９ヶ月とはいえ、この紙面で思い出を語ると一冊分では書ききれない 

と思うので、やめます。 

 最後に、お世話になって方々にこの場を借りて御礼を申し上げたいと思います。 

本当に有難うございました。健康面には十分お気をつけて、頑張ってください。 

私も頑張ります。 
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「「「「このこのこのこの縁縁縁縁をををを大切大切大切大切にににに」」」」    

高橋英 

 

このたび、縁あって自立生活支援センターもりおかで働くことになりました高橋英です。

私は紫波町の出身で、北海道の大学に通っていました。大学では社会福祉を勉強しており

ました。今はまだ教えられ、手を貸していただいておりますが、技術を自分のものにする

ためにがんばっているところです。これから先様々なことがあると思いますが、対応でき

るようにしたいです。 

 これまで私は、自立生活センターのような場所には縁遠く、正直なところあまりよくは

知りませんでした。しかし、こちらで働かせていただき、徐々にではありますが、自立生

活センターのことを理解してきました。私もこちらの一員として、恥じないような行動、

考え方をしたいと思います。3月の末には東京へ行き、研修を受けました。まったく知らな

い土地での 1 泊 2 日の研修でしたが、この研修でまたさらに成長したいと思っています。 

これからもがんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

「「「「よりよりよりより良良良良くくくく生生生生きるためのきるためのきるためのきるための糧糧糧糧としてとしてとしてとして」」」」    

石亀昭子 

 

3月から勤務となりました石亀昭子といいます。学校卒業以来、事務職だけで働いてきま

したが、家族が病から障害者となりそれがきっかけで介護の資格をとり現在に至ることに

なりました。 

 かつて「働く」ということは、「生活のため仕方なく」といったものでしたが、今は違い

ます。それは私にとって、より良く生きるための糧となるもので「四十路」にして、仕事

と私生活のバランスを得ることとなりました。 

 体力の無さには自身があります。気力は…。はっきり言って、仕事についてだけは気力

は充分あります。わからないことはなんでも聞いて皆さんに教えていただき、早く覚えて

不安を取り除き、確実にできるように働きたいと思っています。どうぞよろしくお願い致

します。 
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♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪～～～～ちいさなちいさなおちいさなちいさなおちいさなちいさなおちいさなちいさなお花見花見花見花見ものがたりものがたりものがたりものがたり～～～～♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪    

    

 4 月 25 日、ＣＩＬもりおか主催平成 16 年度お花見会を実施しました。 

 スタッフ、サービス利用者、ご家族含め 17 名の参加をいただきました。 

 会場となった都南中央公園広場はしだれ桜が満開、参加者全員の車椅子のタイヤをピン

ク色に染めました。数日前から気温も低く雪混じりのみぞれが降っていたので、「雨おんな

＆雪おんな」が 3 名もいる（だれとだれとだれ？）当団体としては「やっぱり～」と冷や

冷やしておりましたが、現地に着いたらお日さまがたくさんの笑顔で私たちを出迎えてく

れました。全員で遊歩道を歩きながら、記念写真を撮りました。カメラマン英くん！美人

美男に撮ってね～！ 参加者の中で唯一児童の兼ちゃんも、はい、チーズ！ ちっちゃな

ほっぺに花びら、ひらり～ 降りました。 

 気温の低さには勝てず、借りていたキャラホールの一室でお弁当をいただきました。 

今回のお花見会のために、お団子、クッキー、お菓子を差し入れをしてくださった、知的

グループホームアルカディアレジデンス様、知的福祉作業所 YOU‐Me ゆいっこ様、看護師

千葉純子様、ありがとうございました。 

 今回お弁当を注文したお店「抹茶の香寿し花館盛岡店」盛岡市永井は、バリアフリー設

計で入り口に緩いスロープがある親切なお寿司屋さんです。ぜひ、みなさん足を運んでく

ださい。 

 お弁当とおしゃべりのちいさなお花見会、来年もお会いできることを楽しみに！ 

（文：川） 

 

 

 

岩手県内岩手県内岩手県内岩手県内のののの低床低床低床低床スロープスロープスロープスロープ付付付付バスバスバスバスののののページページページページ    

    

 当団体ホームページよりリンクされている http://sachi-ko.hp.infoseek.co.jp/bas.html に、 

●岩手県内で運行している車椅子のままでの乗降可能なバスについての情報を載せていま

す。情報は、バス会社から直接訪ねたり、パンフレットにて知り得た情報です。 

 

●時間変更もありうるので、正確な時間などは各バス会社へ個々人で連絡して下さい。 

※他にも低床が走ってる路線があるかもしれませんので、バス会社へお問い合わせ下さい。 

（担当：今ちゃん）
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ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬ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    

 

０１月０５日 仕事始め 

０１月０６日 個別相談 

０１月０８日 県福祉サービス向上委員会

来訪 

       個別相談 

０１月１３日 会計ソフト導入 

０１月２３日 個別相談 

０１月２７日 個別相談 

 

０２月０３日 個別相談 

０２月０９日 個別相談 

０２月１０日 盛岡社会福祉専門学校講演 

       個別相談 

０２月１５日 介助者面接 

０２月２２日 ボーリング交流会 

       介助者面接 

０２月２４日 盛岡広域圏障害者地域生活

支援センターMy夢来訪 

０２月２５日 療護施設うぐいすの郷講演 

       介助者面接 

０２月２６日 介助者面接 

       個別相談 

０２月２７日 個別相談 

 

０３月０１日 個別相談 

０３月０２日 個別相談  

０３月０３日 新人介助者研修 

 

 

 

０３月０４日 ピア・カウンセリング集中

講座参加（いわきえんじょ

い＆第２えんじょい） 

０３月０５日 

０３月０６日 

０３月０８日 個別相談 

       新人介助者研修        

０３月０９日 新人介助者研修 

０３月１０日 新人介助者研修 

０３月１１日 新人介助者研修 

０３月１２日 新人介助者研修 

       個別相談 

       会報５号発送 

０３月１９日 個別相談 

０３月２５日 新人介助者研修（東京） 

０３月２６日 

 

０４月０１日 ＹＯＵ－Ｍｅゆいっこ 

職員来訪 

０４月１２日 青山和敬荘職員来訪 

０４月１６日 筋ジス協会岩手支部研修会 

０４月２０日 個別ＩＬ 

０４月２１日 個別相談 

０４月２３日 個別相談 

０４月２６日 グットライフ／はたらきば

／ＣＩＬ小平研修 

０４月２７日 

０４月３０日 全国脊髄損傷者連合会岩手

県支部主催映画試写会に参

加「ウイニング・パス」 
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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。 

 

営業時間 午前１０：００～午後７：００（月～金） 

相談・問い合わせ ２４時間お受けします。   

    

☆☆☆☆    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１９８６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」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。    
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☆☆☆☆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。 

 

☆☆☆☆ピアカウンセリングピアカウンセリングピアカウンセリングピアカウンセリング☆☆☆☆ 

「ピア」とは、同じ障害を持つ「仲間」と言う意味です。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」「自身を持って」「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 
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編集：ＣＩＬもりおか 

＜会員募集＞ 

正会員（購読料含）一口  ２，０００円 

          月  １７０円 

賛助会員     一口  無制限 

口座：盛岡信用金庫都南支店 

   009-0178362 

名義：「ＣＩＬもりおか 会計係川畑昌子」 

※ 正会員のみなさま、16 年度会費納入をお

願い致します。 

・ＣＩＬもりおか 

 

〒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 

編集後記 

 

 小さな春を発見しました。事

務所裏のアスファルトの端っこ

からふきのとうがほっこり！思

わずシャッターを切った赤坂さ

んでした。男性介助者として約

１年間大活躍いただいた赤坂さ

ん、ありがとうございました。

またどこかでお会いできること

を願っています。（ま） 

 

今年度、正会員・賛助会員になっ

ていただいた個人、団体の方のお名

前です。ご支援、ご協力ありがとう

ございます。 


