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平成２６年

成人式

平成２６年１月１８日（土）13 時より、川崎市民プラザにおいて、川崎市心身障害者成
人式実行委員会の主催による平成２６年成人式が、川崎市・川崎市教育委員会・社会福祉
法人川崎市社会福祉協議会の後援で行われ、１３１人の成人者の参加がありました。
第１部は厳粛な式典。第２部はパーティー。久しぶりに会う友達や先生方との楽しいひ
とときを、「げんきＤｏ」の演奏が明るく華やかに盛り上げました。

来賓の方々 順不同・敬称を略させていただきます。
川崎市長福田紀彦、川崎市議会議長浅野文直、
（福）川崎市社会福祉協議会会長斉藤二郎、川崎市義会健康
福祉委員会委員長露木明美、市議会議員石田康博、同後藤昌一、同田村伸一郎、同東正則、同石田和子、同
粕谷葉子、同竹田宣廣、同為谷義隆、同月本琢也、（公財）川崎市身体障害者協会理事長中込義昌、（特非）
あやめ会理事長星野ノリ、
（特非）川崎市障害福祉施設事業協会理事長井田正敏、日吉電装(株)代表取締役社
長仁上洋一郎、東京サラヤ(株)マネージャー吉田豊、ﾄﾘﾝﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)ﾄﾘﾝﾌﾟﾌｧｸﾄﾘｰｱｳﾄﾚｯﾄ南町田店
長五十嵐裕美、選挙管理委員会委員長玉井信重、川崎区長豊本欽也、幸区長上野葉子、中原区長板橋洋一、
高津区長秋岡正充、宮前区長石澤桂司、多摩区長池田健児、麻生区副区長中山和子、健康福祉局長伊藤弘、
同障害保健福祉部長萩原利昌、市民・こども局こども支援部長小池義教、麻生福祉事務所長大西義雄、教育
委員会教育長渡邊直美、同学校教育部指導課担当課長上杉忠司、市立中学校特別支援教育部会長小池優一、
川崎市教職員組合障害児教育部長村上文人、市立養護学校ＰＴＡ会長鈴木元治、市立田島養護学校ＰＴＡ会
長加藤敦子、県立中原養護学校ＰＴＡ会長高栁聡子、県立高津養護学校ＰＴＡ会長池畑恵子、県立麻生養護
学校ＰＴＡ副会長鈴木喜美、前県立中原養護学校長松瀬三千代、（福）ともかわさき理事長鹿嶌勝美、（福）
川崎市社会福祉事業団理事長長谷川忠司、
（福）育桜福祉会理事長代理、(福)セイワ理事長代理・川崎授産学
園長石井和明、
（福）長尾福祉会理事長荒川佳紀、ダンウェイ(株)代表取締役社長高橋陽子、川崎西部地域療
育センター所長代理、ＫＦＪはなみずき施設長風間邦忠、ふじみ園施設長丸山尚、くさぶえの家施設長永井
岳浩、あかしあ園施設長宮坂美範、わーくす高津所長田口浩子、白楊園施設長青砥利幸、つつじ工房施設長
弦巻知利、みやうち施設長星野秀明、セルプ宮前こばと施設長山中淳子、かざぐるま施設長泊昇、長尾けや
きの里施設長代理、ファームランドながお施設長代理、セルプきたかせ施設長勝亦明、パセオやがみ施設長
原祐介、ほっとカフェテリアパン工房管理者豊田民珠
祝電 衆議院議員椎名毅、まんまる社
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市長祝辞
川崎市長 福田 紀彦
新しく成人になられた皆さん、誠におめでとうございます。
川崎市を代表して、一言お祝いを述べさせていただきたいと
思います。
今、各学校の先生からお名前をお一人ずつ呼ばれましたけれ
ども、お一人お一人全ての皆さんに心から成人になられたこと
をお祝い申し上げたいと思います。
さて、先程この式が始まる前に、それぞれの学校ごとに記念
写真を撮らせていただきましたけれども、前でカメラを構えて
いる、お父さん、お母さんあるいは先生方のお顔を、皆さんご
覧になられたでしょうか。ものすごく誇らしげで、嬉しそうな
表情をされていたと思います。
この成人式は、二十歳になって大人の自覚をする日でもありますし、また、二十歳まで
りっぱに育てていただいた学校の先生、そして、ご両親、ご家族、関係者の皆さんに感謝
する日でもあります。ぜひ、今日は、学校で学ばれた皆さんと一緒に、楽しい時間を過ご
していただくとともに、心から感謝してもらいたいなと思っております。
先週、私が働いております市長室に、大谷さんという方
が来てくださいました。数年前のこの成人式の日に、ここ
で、
「成人者誓いのことば」を発表していただいた方である
そうです。その成人の誓いで、「私は、ビル清掃の世界で、
日本一を目指したい。」と、宣言されたそうです。そして、
その時に、
「アビリンピックでとうとう金メダルを取りまし
た。」という報告を受けました。
すごいことです。銀メダルを去年取って、どうしても金メダルが欲しいということで、
今年は金メダル。有言実行されました。
本当に嬉しかった。
そこの会社の社長さんが、
「社員みんなが大谷さんのことを尊敬している。」と、そして、
「このがんばりは、社員一同見習わなければならない。」とも、おっしゃっていました。
私は、皆さんひとりひとりの才能が生かされる、そういう川崎市を作っていきたいと思
っています。それは、行政だけではできません。ぜひ、
皆さんの力、そしてご家族、関係者の皆さんと、それ
ぞれの才能が存分に生かされるような、そういった川
崎市を、一緒に頑張って作ってまいりましょう。
この成人式の日にあたって、一言お祝いを申し上げ、
そして、皆さんのこれからの新しい未来をお祈りして
お祝いの言葉とさせていただきたいと思います。
本日は、本当におめでとうございます。
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成人者誓いのことば
す

づ

ね

市立養護学校 小林 涼月音
私が養護学校を卒業して、そして「ライフコミューン」という会社
で働くようになって、もうすぐ二年です。
学校では、授業も作業もマイペースで、毎日楽しく過ごしていまし
たが、今は時間内にきちんと仕事を終わらせないといけないので、の
んびり屋の私は、休み時間をけずって働かないと帰れません。注意を受けることもたくさ
んあります。早く慣れて、どんどん出来るように一生懸命、毎日働いています。
このあいだの休日、私は急に体調が悪くなり、寝ていたのですが、翌日になっても治ら
ず、電車にも乗れなくて、仕事を休んでしまいました。いつも健康でいる事も、社会人に
なったら大切な事だと思いました。
学校にいる間に教わった漢字の書き取りや、時計の見方や、ビルクリーンの作業や言葉
の使い方…いろいろな事が、今の私を助けてくれています。
まだわからない事もいっぱいで、でも今は、なかなか勉強できないけれど、先生が教え
てくれた事を、少しずつ思い出しながら、出来る事を増やしていこうと思います。
両親も、働くようになってから、あまり相談に答えてくれなくなりました。
「自分でやっ
てごらん。」
「自分で考えてみなさい。」と、言われて、はじめは悲しいと思ったけど、おか
げで、道に迷ったら人に聞く事や、書いてある字をきちんと読む事や、意味がわかるまで
聞きなおす事をしているうち、一人で買い物したり、外食したりできるようになりました。
今は、お父さんお母さんに感謝しています。
はたちになったら出来る事。選挙に行きました。お酒も買ってみました。ピアスもあけ
ました。ものを売る時も、買う時も、今は身分証明を見せれば、親がいなくても大丈夫で
す。一人で出来るという事は、責任も自分で持たなければならない事だと教わりました。
今日ここまでこれたのは、先生方や家族が、いろいろ教えてくれたからです。
責任…ってなんなのか、どれだけ自分でとれるのか、まだよくわかりません。迷惑をか
ける事は、いっぱいあると思いますが、これからも私を助けてください。どうぞよろしく
お願いします。
この先どうしたいのか、どうなりたいのかは、まだ見つかっていませんが、自分を磨き
ながら、一生懸命、毎日がんばろうと思います。
「二十歳の誓い」
中原養護学校 川口 健太郎
本日、私達は、無事に成人式を迎えることができました。ここまで育
ててくれた両親や家族に感謝いたします。また、各学校でお世話になっ
た先生方にも、ありがとうと伝えたいと思います。
二十歳になり、東京ディズニーシーでも、初めてお酒を飲みました。
また、選挙にも行き、大人になったことを実感しました。どちらも以前
から憧れていたことなので、できるようになって、とても嬉しかったです。
僕は、中原養護学校に通っていた高校生の時に、担任の先生から、
『趣味と仕事を両立さ
せられるように』と言われた言葉が心に残っています。
今は、
「わーくす高津」に勤務しています。仕事は毎日大変ですが、職員さんや他の利用
者の方々とも仲良く楽しく働いています。休みの日には、家族と出かけたり、一人で映画
を見に行ったりと、充実した日々を送っています。
これからは、大人として少しずつでも自分のことを自分でやって生活をしていけるよう
になりたいです。本日はありがとうございました。
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川崎市民のつどい

平成２５年１２月７日（土）サンピアンかわさき（労働会館）にて
「川崎市民のつどい」が開催されました。
このつどいは、障害者週間記念行事として毎年開催されており、障
害のある人と、ない人とが共に参加する行事です。
式典第１部では、こころの輪を広げる体験作文とポスターの優秀者
表彰、市民の福祉功労者の表彰がありました。
川崎市育成会手をむすぶ親の会、麻生支部代表の宮本さんが「心身
障害児（者）福祉功労者」として表彰されました。平素のご活躍の賜
とお祝い申し上げます。
式典の第２部は、往年のアイドルの西城秀樹さんのコンサートでした。
二度の脳梗塞の後遺症と目にも異常があるとのことでしたが、「リハビリ
を欠かさず続けることと、家族の支えがあって今日がある」と語られ、体に
不自由があることも隠さず前向きに活動されている様子がうかがえました。
最後には、「ＹＭＣＡ」を、ご本人もスタンドマイクにて身振りを入れて
歌い、私たち客席も立ち上がり、自分の歳も忘れてしまうような素敵なふれ
あいコンサートとなりました。
（吉野 明美）

応援ナビかわさき掲載と HP 開設プロジェクト始動
川崎市育成会手をむすぶ親の会 副会長 結城 眞知子
昨年の４月に新生「親の会」として出発して、早いもので１年が経とうとしています。
会員にとって、魅力のある親の会になれるよう試行錯誤を重ねて、まずは手始めに会員
や会員以外の方々にも親の会の活動を知っていただくために“応援ナビかわさき”に登録
し、現在掲載されています。
活動内容だけでなく、研修会のお知らせや報告等も載せてありますので、一度ご覧にな
ってください。会の様子がわかり、身近に感じていただけると思います。
また、会員の皆様には常にタイムリーな情報の提供を心掛けていますが、会報が年４回
発行と限られているので、時を逸することがしばしばあります。これからは、旬の話題を
新鮮なうちにお知らせできるように、ＨＰを開設する準備を始めました。
担当者一同、奮闘中ですので、完成までもうしばらくお待ちください。
かわさき市民活動ポータルサイト“応援ナビかわさき”を
閲覧するには、「応援ナビかわさき」で検索して、右のバナ
ーをクリックし、登録団体一覧から、川崎市育成会手をむす
ぶ親の会を見つけてください。

春の宿泊レクリェーションのお知らせ
日
場

程
所

主

催

平成２６年３月９日（日）～１０日（月）
伊豆（イチゴ狩り、IZU・WORLD みんなの Hawaiians）
宿泊先：宇久須温泉西伊豆ニュー岡部
川崎市育成会手をむすぶ親の会・余暇活動委員会
※詳細はチラシをご覧ください。
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勉強会～（申立書の書き方・報告）
―

権利擁護委員会より

―

開催日時：平成２５年１２月２日（月）10 時～11 時 40 分
開催場所：地域福祉施設「ちどり」１階会議室
講
師：小嶋 珠実 氏 公益社団法人あい権利擁護ネット理事
上記のように、成年後見を始める際の申立書・必要書類について、実際の申立書など
を使って、これまで学んできたことを、再確認しながらの勉強会を開催しました。
先ず、「登記されていないことの証明」と「診断書」を用意することや、「後見等開始
申立書」の住所は、住民票の住所にそろえておく方が良いことなど、細かい点について
も学ぶことができました。特に、
「同意行為目録」と「代理行為目録」について、分かり
やすく教えていただけたのは、今後に役立つのではと思えました。
よく耳にするトラブルは、こういった内容や後見人の実務について理解していないこ
とが原因のように思えます。もし、誰かに、申立も後見人等もお願いする場合でも、実
際の生活がどのようになるのか、具体的にわかっておくことが大事です。その人らしく
生活を続けるためにも、後見人等と本人、家族がより良い形で連携できるようにしたい
ものです。
後見人等に就任したあとは、
「財産目録」と「後見事務計画書」を家庭裁判所に提出す
るとともに、
「年間収支の予定」を立ててなければならないそうです。今後、そういった
ことも、勉強できる機会があると良いなと思いながら、勉強会を終えました。
【勉強会の内容訂正】
「登記されていないことの証明申請書」は、川崎支部では受け付けていません。
法務局か横浜地方法務局戸籍課（窓口申請のみ）に申請、とのことです。

「あんしんノート」書き方講習会【報告】
平成２５年１１月１８日（月）10 時 30 分～12 時、今年度３回目の「あんしんノ
ート」書き方講習会を、地域福祉施設「ちどり」で開催しました。８人の参加者が
あり、特に、余暇活動についての情報交換で盛り上がりました。土日や祝日の過ご
し方を考える良いきっかけになりました。

「あんしんノート」書き方講習会【お知らせ】
開催日時：平成２６年２月２４日（月）10 時 30 分～12 時
開催場所：地域福祉施設「ちどり」１階会議室
内
容：後見的支援制度、コミュニティフレンドの紹介（予定）
持ち物 ：鉛筆、消しゴム、あんしんノート（お持ちの方）
＊「あんしんノート」をお持ちでない方は、当日、用紙のみ 100 円でお分
けしています。
メンバーによって、毎回、様々な形に変わるこの講習会。皆様の情報を、ぜひ、
この講習会でお聞かせください。お待ちしております。
権利擁護委員会より
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川崎市における障害者福祉対策の現状
～新たな相談支援センターの取り組み～
開催日時：平成２５年１２月１２日（木）10 時 15 分～12 時
開催場所：川崎市生活文化会館てくのかわさき２階 てくのホール
講
師：川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 川上賢太氏
昨年４月から新体制となった「相談支援センター」の取り組みについ
ての研修会が開かれました。障害者相談支援事業をおこなうにあたり、
川崎市では、社会福祉法人・ＮＰＯ法人に委託して事業をおこなってい
るとの説明から始まりました。
講演後、会員の方々から、たくさんの質問があり、川上氏は丁寧に答えてくださいまし
た。ライフステージにあわせたサービスが受けられることに、期待したいと思います。
高井研修委員長は「親の会の活動を通し、子どもたちが円滑に生活するため、私たちの
声を届けていきましょう」と結びました。
（安達 ゆかり）

知りたい！聞きたい！障害者相談支援事業

２

前号に引き続き、相談支援事業について、川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
に伺いました。また、上記の研修会での質問と回答も併せて掲載いたします。
Ｑ９．例えば、親が入院することになり、ショートステイを申し込んでも、空きがなく、
緊急枠も対象外という結果になったとします。その場合、障害者相談支援センターに連絡
すれば、動いてもらえるのでしょうか。
Ａ９．緊急短期入所ベッド確保事業の利用要件といたしましては、
①介護者の急な病気等により、他に介護する方が居ない場合
②葬祭等緊急やむを得ない介護者の事情があり、他に介護する方が居ない
場合となっておりますので、親御さんのご入院というご事情でしたら、利用
要件をみたしておりますので、対象となります。
親御さんのご入院等、想定されるご心配な状況につきましては、ご家族同士や障害者支
援センターも含めた日頃支援に関わっている関係者と、緊急事態の想定や緊急連絡先、緊
急時の対応方法等について事前にご相談、ご確認いただくことをお勧めいたします。
Ｑ10．現在の障害者相談支援専門員の人数、障害者相談支援センターの数では、川崎市の
障害者全員の相談を受け付けるのは困難かと思います。この先、増員、増設の予定はある
のでしょうか。
Ａ10．障害に関する相談窓口につきましては、各区役所保健福祉センター・各地区支所健
康福祉ステーションも従来通りご相談をお受けしております。障害者相談支援センターに
つきましては、今年度より相談員の増員、全区における設置数の統一等の障害者相談支援
事業の再編整備を行ったところです。今後の体制につきましては、今年度の再編整備後の
新たな体制の状況や皆様からの声をいただきながら、検証を行ってまいりたいと存じます。
Ｑ11．障害者相談支援の体制が変わるとの説明のあと、今年度に入ってから、特に連絡も
なく、不安です。市から、その後の細やかな情報を対象者全員にお知らせを出すというの
は、難しいのでしょうか。
-6-

育 成 会

か わ さ き

Ａ11．今回の再編整備につきましては、すべての方へ個別にご連絡を差し上げるのではな
く、市民説明会にてご説明させていただき、広く皆様へ周知させていただいたところです。
ご相談を希望される場合には、ぜひ各障害者相談支援センターへご連絡いただければと存
じます。
Ｑ12．障害者相談支援センターが、包括センターのように訪問や支援プランをいろいろな
機関と連携してもらえるのでしょうか。
Ａ12．行政は、障害者相談支援センターを委託しているが、責任は市にあります。包括セ
ンターのような役割をイメージしていただき、活動・連携していければと思います。
Ｑ13．支援計画の連絡がまだ、ありませんが、待っていればいいですか。また、基幹型と
地域型の違いを教えて下さい。
Ａ13．障害者相談支援センターのご利用は、ご相談があれば、いつでも利用していただけ
ます。ただし、支援計画書につきましては、もう少し待っていただきたいと思います。基
幹型は地域型のネットワーク作り、複雑な事例のある方々のサポートをするセンターで、
地域型は通常の支援をするセンターとなります。これから、事業所を増やす予定ですので、
相談支援センターは相談窓口として捉えていただければ幸いです。
Ｑ14．住んでいる地域の障害者相談支援センターが基幹型だったため、区役所を通すよう
に言われた方がいるのですが…。
Ａ14．区役所を通す必要はありませんが、基幹型の場合、ご相談をお受けしたあと、他を
ご紹介させていただくこともあります。ご相談、計画書の作成後、一定程度生活が落ち着
かれてから、他へご紹介させていただく場合もありますので、ご理解いただければと思い
ます。
Ｑ15．支援計画の作成が中心で、相談が後まわしになっていることはありませんか。
Ａ15．障害者相談支援センターは、相談を受けることが前提です。広く相談窓口を開いて
いますので、随時、ご利用していただきたいと思います。まず相談をお受けした上で支援
計画を立てることになります。
Ｑ16．相談員によって、それぞれ専門分野が違うようです。一からの説明は、親として辛
いものがあります。
Ａ16．ご指摘いただいたお話につきましては、どうしても相談員の専門分野が中心になっ
てしまう傾向があります。行政としては、相談員のスキルアップのため、研修を細かく組
み、話をきちんと聴ける相談員の配置を目指します。
Ｑ17．役所などのケースワーカーが、ひんぱんに代わるのですが。書面で担当変更の連絡
がほしいと思います。また、相談したい方がいた場合、障害者相談支援センターと区役所
とどちらを紹介したらいいですか？
Ａ17．担当者がよく代わるとご指摘の件で
は、これからも、誠実に対応するよう努力
していきます。相談したい方がいらっしゃ
った時は、区役所の窓口に、障害者相談支
援センターの窓口を加えてご紹介してい
ただきたいと思います。
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支 部 通 信
①田島養護学校支部

高岡 ゆかり
田島養護学校では１１月５日（火）に学習発表会がおこなわれました。笑いあり感動あ
りの素晴らしい発表会でした。高等部３年生は学校生活最後の集大成として演劇を行いま
した。卒業を控え施設への実習期間と重なり思うように練習ができない中、一生懸命台詞
を覚え表情豊かに演技する姿に感動しました。
１２月１４日（土）には作品展・バザーが開催され、日々の学習活動の中で取り組んで
きた作品が展示販売されました。これらの経験が社会へ出た時に役立つことになります。
また、平成２６年度より小中学部分校と高等部本校の知肢併置の特
別支援学校となります。高等部本校に新設される「ふれあいルーム」
はベーカリー及び喫茶の機能を持ち、生徒の校内実習施設として、ま
た地域の障害者理解の促進を目的とした交流の場と期待されます。笑
顔あふれる学生生活はあっという間に過ぎ、その後に続く社会人とし
ての新しい生活への準備が日々繰り広げられています。

②「おしゃべり多摩」開催

多摩支部
美和 とよみ
１１月２７日（水）10 時 30 分から福祉パルたまで開催しました。参加者は６名でした。
「気になっていたのだけれど予定が合わなくて」と初めて参加してくださった方が、子ど
ものことやご自身のことなどいろいろお話して下さいました。教えて頂くことも多く楽し
い時間になりました。１月２７日（月）も開催しますが、和やかな会に
したいと思っています。
多摩支部では、来年度も奇数月に「おしゃべり多摩」を開催していく
予定です。いろいろな話の中から「安心して地域で暮らすには」を一緒
に考えていきたいと思っています。他支部の方や会員でない方でもかま
いませんので、お誘い合わせてご参加ください。お茶とお菓子をいただ
きながらゆっくりお話ししましょう。次回は３月２８日（金）です。

③川崎三支部・中原支部役員研修会「桜の風」を見学して
田島支部
安達 ゆかり
１１月２９日（金）障害者支援施設「桜の風」の見学に参加しました。
施設は井田の高台にあり、日当たりがよく明るく清潔感のある建物で、入所されている
方々の顔も生き生きと見えました。希望者が集中していることも頷けます。
中山施設長のお話のあと、佐野副施設長の案内で施設内の見学をしました。
施設は、施錠せず自由に出入りできるそうですが、中には声かけ
なしに出かけてしまう方もいて探しに行くこともあり、利用者と職
員との話し合いを重ね、改善方法を見つけたそうです。将来は地域
で暮らしていくことが目標で、施設を支援途中で出てもらうことは
ないとのことです。とても手厚く支援していただけることに、
「通過
型施設」の意味が納得できました。親として、このような施設が川
崎市の各区にできることを願うばかりです。
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④施設見学会「桜の風」を見学して

高津支部
太田 理佐
１２月３日（火）今春、井田に開設した障害者支援施設「桜の風」を見学しました。
川崎市ではじめての知的・身体・精神障害などの障害を問わない入所施設です。それぞれ
に生活スペースは分かれており、それぞれの支援をしています。
利用定員は、入所 50 名、短期入所（緊急枠５名を含め）15 名です。
見学をしたのは知的・身体のスペースでしたが、明るく清潔感がありました。
これまでの入所施設では、生活全般を施設内でしていまし
たが「桜の風」では、地域の美容室、レストラン、図書館等
を公共の交通機関を使って利用するプログラムをすすめて
います。地域移行に必要な生活力をつけるためです。その話
を伺い「通過型施設」の存在意義を強く感じました。このよ
うな施設が増えると共に地域に戻ってからの障害者の生活
の場所（ケアホームなど）の拡充も必要かと思いました。

川信ふれあい市場

１０月１８日（金）に「川信ふれあい市場」のお
手伝いに行ってきました。私は初めての参加で、ど
んな雰囲気か分からずに行きました。思っていたより明るくて広いスペースで、たくさん
の施設の方々が出店していました。手作りのお菓子やパン、美しい刺繍を施したタオルや
布製品。その他にもいろいろな工夫をした製品がいっぱい並
んでいて、見るだけでも楽しいものでした。とはいえ見るだ
けではおさまらずあれこれ買ってしまい、帰りは両手いっぱ
いの荷物になってしまいました。
私は宮前区なので川崎駅は遠いな…と思いましたが、出店
している皆さんの笑顔からたっぷりの元気をいただきました。
本当に楽しい一日でした。北部の皆さんも是非一度足を運ん
でみてください。
（梅田 順子）

第３６回手をつなぐ体育祭に参加して
田島支部

中村

惠美子

今年度のスローガンは「いつやるの？今でしょ！体育祭」でした。
来賓の方々からのお祝いの言葉と激励を頂き、いよいよ競技が始まりました。私が担当
していた場所からは出番を待つ選手や施設の方たちの様子がよく見えて、皆さんの緊張感
と意気込みがこちらにも伝わり、小さな声で「頑張れ～！」と応援しました。徒競争の選
手はみんなの声援に背中を押されてゴールを目指して一生懸命走り抜け、達成感を味わっ
ている様子でした。
午後の部の住吉高校によるチアリーディングの演技に、会場
中がリズムに合わせて手拍子や体を動かし大盛況でした。住吉
高校の皆さん、素晴らしい演技をありがとうございました。
そして、紅組と白組の応援合戦とディスコダンスは、全員が
満面の笑顔で楽しんでいました。
多くの方々の支援をいただき、私も有意義な一日を過ごさせ
ていただきました。この体育祭が、いつまでも続くことを願っ
ています。
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自由投稿
ＮＰＯ法人かわさき障がい者権利擁護センター主催

～

コミュニティフレンドについて ～

平成２５年１０月２６日（土）と、１１月３０日（土）の 13 時から 15 時まで、地域福
祉施設「ちどり」１階会議室で、「たかつコミュニティフレンド」を開きました。
記念すべき第１回目は、台風一過の翌日、１人の参加者を迎えて、お茶をしながら、今
後について、話し合いました。２回目は、３人の参加があり、スポンジケー
キにクリームやチョコを飾って、皆でおいしくいただきました。
「この場所で、障害のある人とない人が出会って、お友達に・・・」を心
に秘めて、この会が少しずつ、広がっていけると良いなと、思っています。
次回は、２月２２日（土）13 時～15 時 書初めを予定しています。

息子とともに

市立養護学校
伊藤 千恵
私の息子は市立養護学校中学部に在籍しております。体が大きくなり、私の身長を超え
ました。心はまだまだ幼いので、外見と内面のアンバランスに本人も戸惑っています。今
は息子の思春期をどう過ごしていこう！？というのが一番の悩みです。平日は学校に行き、
帰宅後は母と子で過ごしています。ひとりっ子ですので、息子の行動観察をしてしまいま
す。良いところもたくさんありますが、「こうしてほしい」という点に目がいってしまい、
悩みが尽きません。甘えん坊のところは愛しく、かわいくって仕方がない
です。少しずつ親離れ子離れの練習もしているところです。定期的に短期
入所施設を利用しながら、私自身の健康を保ちつつ、息子もいろいろな支
援員の方々と接することで成長できれば、と思います。

川崎授産学園つつじ工房保護者の会「勉強会」
つつじ工房保護者の会
大池 加代子
昨年１１月７日（木）、権利擁護委員のお二人にお越しいただき、“あんしんノート”の
書き方やポイント等を丁寧に分かりやすくお話していただきました。
『こんなことを書いて
おくと安心だな』まさしくその名のとおり、そんな項目がぎっしり並んでいます。いざと
いう時のための必要項目が全部記載されているだけでも価値があるノートだと感じます。
急に見知らぬ場所、人と暮らすことを想定し『一日の流れ』の細かい部分や、声の掛け
方など、具体的に記載する大切さを感じました。個人情報に関する事柄のページなど自己
管理も重要なことと思いました。他人に託すものだからこそ、必要な内容と控える部分な
ど考えさせられるところもありそうです。
なにより、いま！書くことで、ありがたいことは、これまでの彼の人生を振り返り、こ
れからの人生を改めて考える良いきっかけとなりました。実は、私自身まだ少ししか手を
付けていない状態ですが、
『親が願う彼の人生』をふくめ、心を込め、埋めて
いこうと思いました。良い勉強会でした。ありがとうございました。

アゼリア展示即売会のお知らせ
平成２６年２月２８日（金）川崎アゼリア・サンライト広場にて、ふれあい製
品の展示即売会が開催されます。皆様のご来場を心からお待ちしております。
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活動報告

《平成２５年１１月１日～平成２６年１月３１日まで》
＜各種会議、行事等＞
１１月 ７日（木） あんしんノート書き方講習会
川崎授産学園つつじ工房
１３日（水） 平成６年成人式第２回実行委員会
地域福祉施設「ちどり」
１４日（木） 第１０回三役会議
地域福祉施設「ちどり」
１８日（月） あんしんノート書き方講習会
地域福祉施設「ちどり」
１９日（火） 第７回運営委員会
地域福祉施設「ちどり」
２０日（水） ＨＰ開設プロジェクト
市民活動センター
２５日（月） 第４回広報委員会
地域福祉施設「ちどり」
１２月 ２日（月） 成年後見制度おさらい勉強会
地域福祉施設「ちどり」
３日（火） 臨時三役会
地域福祉施設「ちどり」
５日（木） 成人式打ち合わせ(市民プラザ・事務局) 川崎市民プラザ
６日（金） 平成２６年成人式第３回実行委員会
地域福祉施設「ちどり」
寄付受領（川崎市弘済会より）
地域福祉施設「ちどり」
９日（月） 第４回余暇活動委員会
地域福祉施設「ちどり」
１０日（火） 第１１回三役会議
地域福祉施設「ちどり」
１２日（木） 研修会
てくのかわさき
第４回研修事業推進委員会
てくのかわさき
１７日（火） 第８回運営委員会
地域福祉施設「ちどり」
１８日（水） （社福）ともかわさき評議員会
地域福祉施設「ちどり」
ＨＰ開設プロジェクト
地域福祉施設「ちどり」
２０日（金） （社福）ともかわさき理事会
地域福祉施設「ちどり」
１月１５日（水） 成人式拡大実行委員会
市民プラザ
１８日（土） 成人式
市民プラザ
２０日（月） 第１２回三役会議
地域福祉施設「ちどり」
２６日（日） ＨＰ開設プロジェクト
市民活動センター
２８日（火） 成人式第５回実行委員会
地域福祉施設「ちどり」
２９日（水） 第９回運営委員会
地域福祉施設「ちどり」
＜対外行事＞
１１月 ２日（土） 手をつなぐ体育祭
とどろきアリーナ
８日（金） 社協・障害者団体部会（第３回）
総合福祉センター研修室
１８日（月） 第１期第４回川崎市障害者施策審議会
産業振興会館
１９日（火） 第２７回川崎市福祉有償運送運営委員会 明治安田生命ﾋﾞﾙ会議室
１２月 ７日（土） 第３３回川崎市民のつどい
サンピアンかわさき
１月 ７日（火） 市長・議長主催賀詞交歓会
産業振興会館
１０日（金） 社協主催新年賀詞交換会
総合福祉センター
賛助会費、ご寄附ありがとうございました。
高井美惠子
幸区南加瀬
30,000 円
池谷 英子
結城 隆
川崎区藤崎
10,000 円
並木 隆
渡辺 宣子
幸区小倉
10,000 円
結城眞知子
美和とよみ
多摩区宿河原
5,000 円
山田 勝子
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（順不同・敬称略）
多摩区枡形
10,000 円
川崎区四谷上町 15,620 円
川崎区藤崎
10,000 円
高津区末長
10,000 円
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編集後記
新しい年を迎えました。昨年は、私たちにとっていろいろなことがありました。
４月には、私たちの親の会は「川崎市育成会手をむすぶ親の会」として新しい体制になり
スタートしました。また、会員の皆様に読んでいただいている広報紙も「育成会かわさき」
に変わりました。その他にも、障害児者相談支援センターが開設されたり、井田に新たな
障害者支援施設「桜の風」が開所しました。また、７月におこなわれた参議院選挙に今ま
で選挙権を剥奪されていた被後見人も選挙に行けたとテレビや新聞で
大きく取り上げていましたね。今年も広報委員一同、会員の皆様にわ
かりやすく読みやすくより親しまれる広報紙を作って参りたいと思っ
ています。今年もよろしくお願い致します。
広報委員 三浦 ルイ子

研修会のお知らせ
開催日時：平成２６年３月４日（火）10 時 15 分～12 時
開催場所：てくのかわさき２階 てくのホール
講
師：桜の風施設長 中山 満 氏
テ ー マ：「通過型施設の役割 ～地域生活移行へ、必要な支援とは～」
※皆様のご参加をお待ちしています。

生活サポート総合補償制度のご案内

知的障害児者､自閉症児者のための
病気やケガの総合補償制度

会費（年間）

17,000円

普通傷害保険（知的障害者等福祉団体傷害保険特約、国外の賠償責任不担保特約、天災危険担保特約付帯）

病気やケガで入院したときの補償

ケガをしたときの補償

被保険者が病気またはケガにより、保険期間
中に開始した入院が３日を超えた場合に、次
の保険金が支払われます。

被保険者が偶然の事故により保険期間中にケガ
を被った場合に、次の保険金が支払われます。

⚫付添介護保険金 １日 8,000 円
⚫差額ベット費用 １日 3,000 円
⚫入院諸費用 入院１日 1,000 円
⚫入院一時金
１入院 5,000 円

⚫ケガによる後遺障害 3千～10 万円
⚫ケガによる入院
１日 3,000 円

⚫ケガによる死亡

⚫ケガによる通院
⚫ケガによる手術

10 万円

１日

2,000 円

3～12 万円

ＡＸ-107-2007

他人に損害を与えたときの補償

第三者賠償
⚫他人への損害賠償 対人･対物

1事故1億円限度（自己負担額なし）
病気で死亡したときの補償

葬祭費用保険金
葬祭費 10 万円まで

やまゆり知的障害児者生活サポート協会（旧やまゆり互助会） ☎ 045-314-7716
〒163-0023 新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館2F ☎03-5321-3373
この制度の詳しいことは、当協会または代理店にご照会下さい。 担 当 代 理 店 株式会社ＪＩＣ
引 受 保 険 会 社 ＡＩＵ損害保険株式会社 〒130-8560 東京都墨田区錦糸1-2-4 ｱﾙｶｳｴｽﾄ ☎03-5611-5165

※平成26年1月1日現在の加入者数は
※平成23年1月1日現在の加入者数は7,483名です。毎月1日付で受け付けておりますので是非ご加入ください。
6,900名余でした。毎月受け付けておりますので是非ご加入ください。
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