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前号では虐待について触れてきましたが、今回は、この４月１日から施行されました「障害者差別
解消法」について触れてみます。
これまでも「ノーマライゼーション」という横文字が流行語のように使用されてきましたが、日本
語では「常態化」と訳されておりましたが、数年前これが「等生化」という統一された訳語として辞書にも掲載される
事になりました。あなたも、私も等しく生きる権利があり、障害がある故に差別されないし、差別してはいけないとい
う事です。かつては、バリアフリーという事で、主に物理的な事が中心で、玄関をスロープにしたとかエレベータを設
置しました等と誇らしげにニュースになった事が記憶に新しい。しかしこの度の法律では、心のバリアフリーが重点
になっている様です。
新聞報道によると、介護を必要とする方に介護しなかったり、支援すべき方に支援しなかったり、無視したりする
事は虐待であるという見方であり、このような事が法律違反になるのです。障害を理由に窓口対応を拒否したり、対
応の順番を後回しにしたり「障害者お断り」等と表示、広告するなどはもってのほかという事です。本人を無視して付
添人だけに話しかける等は前述の介護・支援をしないと同じ様に虐待にあたるのです。
合理的配慮として、困っていると思われる時、まずは声を掛け、手伝いの必要性を確かめて対応する。車いす利用者
のために段差にスロープを渡す。筆談、読み上げ、手話など障害の特性に応じたコミュニケーションの手段を用いる。
等々の報道であったが、より具体的な事について時間とともに広く深く浸透する事により、差別する感覚も希薄とな
り心のバリアフリーも確立されていくものと思われる。しかし私どもの施設に置いては、待つ姿勢ではなく、積極的
に取り込み、地域社会にアピールする必要があります。これまで以上に利用者との接する姿勢を吟味し、改めるべき
は早速に改め、利用者、保護者、地域の方々共々に差別のない明るい楽しい社会づくりに努めようではありませんか。
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節分の会
2月3日、節分音楽会
を行 いました。ボラン
ティアの先生と一緒の
「音楽に親しむ会」。今
回は皆さん手作りの鬼
のお面をつけて参加!!
お面を見せ合いながら、
自然に笑顔となります。
しかし、鬼の 登 場で 辺
りは 騒 然!!泣き出す人
や逃げ出す人も…最後
は皆笑顔でティータイ
ムを楽しみました。

反省会

３月11日、年度末の反省会を「かくれんぼ」で行いました。作業班毎、頑張ったことを発表し
あい、美味しいご飯を食べた後は皆さんお待ちかねのカラオケ大会とものまねショー!!歌っ
て踊って、一年の疲れを吹き飛ばしました。新年度も頑張るぞ!!

入所式

今田

峻介さん

今 年度からお世話になっている
今田峻介です。好きなことは、ドラえ
もん のDVDを見ることと、温 泉に
行って入ったあとソフトクリームを
食べることです。歌を歌うことも好
きです。みなさんと仲良くやってい
きたいです。よろしくお願いします。

４月１３日、しみず・まつくら合同入所式が行われました。今年度は１名の新
利用者さんが入所しました。実習でしみずに来ていた峻介さん、すぐに慣れ、
みんなの人気者です。これから、しみずの皆と楽しい思い出をたくさん作りま
しょうね。
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花見散策
4月25日、快晴の空
の下、横沢公園に花見
散策に出かけました。
桜は満 開!! 水仙も綺
麗に咲いていました。
遊歩道を走ったり、お
花を眺めて歩いたり
…。皆さん、気 持ち良
く体を動かしました。

よろしくお願いします
施設長

樫尾

正義さん

生活支援員

金澤

利行さん

「おはようござい
４月からお世話に
ます！」元気な声で
なっております。以
の朝の挨拶から始ま
前は後三年鴻声の里
る し み ず 。水 交 会
で４年間勤務してお
の中の一つの事業所
りました。通所施設
としてこれまで関
での勤務は初めてで
わってきたつもりで
すが、利用者の皆さ
はありましたが、実際着任してみると、
んと一緒に、楽しく、充実した日々を
知らないでいたことの方が多いことに
気付かされ、歳のせいか新しいことを 過ごせるよう頑張りたいと思います。
覚える大変さを感じているところです。 よろしくお願いします。
微力ながら利用者の皆様が毎日楽し
く活動出来るよう努めて参りたいと
思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

調理員

佐々木

久美子さん

はじめまして。し
みずからすぐ近くの
横堀川戸賀に住んで
います、佐々木久美
子です。
４月から厨房でお
世話になっておりま
す。まだまだ不慣れで皆さんにご迷惑
をおかけしていますが早く仕事を覚
え、利用者の皆さん職員の皆さんと仲
良く、そして「食」を通してたくさん
の笑顔を見られれば、もっと嬉しいと
思います。頑張りますのでどうぞよろ
しくお願い致します。

お世話になりました
樫尾

節子さん

退職
（3月31日付け）

この度、
３月末をもっ
て「し み ず」を 退 職 す
ることに なりまし た。
し み ず で の３年 間 は、
保護者の皆様や利用
者 の 皆さんから、優し
く声をかけていただき、
又 協 力 に 支 えら れ 頑
張ってくる事ができました。
アットホームな職員との関わりで楽しく
過ごすことができ、嬉しく思っています。
色々な行事の思い出をありがとうござい
ました。通所施設を経験する事ができ勉強
になりました。社会人になって40年余り沢
山の方々に支えられた事に、感謝の気持ち
でいっぱいです。ありがとうございました。
皆さんもお元気で、さようなら。

中野

塁さん

後三年鴻声の里へ

まつくら・しみずで
５年間お世話になりま
した。当初は何をして
いいかわからず、戸惑
う毎日でしたが、利用
者さんと仲良くなるに
つれて楽しさ、やりが
いを感じる事が出来ま
した。つらい事も楽しい事もみなさんと過
ごした５年間はとても充実した毎日でした。
利用者のみなさん、保護者の方々には至
らない支援もあったと思いますが暖かく見
守っていただきまして感謝しております。
ありがとうございました。後三年鴻声の里
でも頑張りますので、お時間がありました
らお顔を見せに来て下さい。お待ちしてお
ります。

高橋

弘美さん

退職
（3月31日付け）

しみずの思い出。朝、
厨房に聞こえてくる元
気な声。今日の出欠を
持って来てくれる人。
「おいしかったです」。
とにっこりしてくれる
人。何かしら笑いの絶
えない毎日。また、まつくらと合同の運動会、
まつくら祭、もちつき大会も懐かしく思い
出されます。
保護者会、職員の皆様には大変お世話に
なりました。今後ますますのご発展をお祈
りいたします。
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今年度の行事
４月
５月

合同レクリェーション

み

入所式・花見散策
合同レクリェーション
利用者一般検診
県南ふれあいスポーツ大会
健康診断
避難訓練・七夕
夏祭り・成人を祝う会
交通安全教室・なべっこ散策 クリスマス
忘年会
秋田県障害者スポーツ大会
まつくら・しみず合同祭
避難訓練・健康診断
クリスマス忘年会
もちつき会
節分
まつくら・しみず
合同祭
利用者反省会・ひな祭り

※農村公園清掃（八坂神社・５月〜 10月）、
地域美化奉仕（年2回）
※一泊旅行、日帰り旅行も行います。
※今年からクラブ活動が始まりました。
毎月第４木曜午後１時〜
・ビデオ・カラオケクラブ（DVD観賞・カラオケ）
・レクリェーションクラブ（軽運動・ドライブ散策） なべっこ散策
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夏祭り

退所のお知らせ
鈴木

彩恵

さん

平成28年３月31日
付けで退所されました。
４月１日からはまつく
らの自立訓練で頑張っ
ています。
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今回で第３号となりました。しみずに
新しいメンバーも加わり、気持ちを新た
に一生懸命活動に励んでおります。今年
度も広報を通して日々の活動をお伝えし
ていければと思います。よろしくお願い
いたします。
（藤澤）

