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7月12日

ようです。就労支
援センターくまも

昨晩から大雨の熊

とからは、見事１

本。その被害は各

位とコスプレ賞の

地に広がりまし

受賞者（ミドレン

た。被災された方

ジャー）がでまし

に心よりお見舞い

た。おめでとう！

申し上げます。

お仕事はもちろん

朝からメンバーが

大切だし楽しいの

出社できるの

ですが、たまには

か…。就労支援セ
ンターを開所できるのかさえ不安でしたが、無事に開所
する事ができ、つばさ会（きょうされん熊本支部 利用者
部会）のボウリング大会にも参加することができまし
た。

こういった行事へ
参加し、いつもは
一緒猪仕事をする
だけの同僚と楽し
んだり、他施設と

就労支援センターくまもとからは７名が参加！

の交流を深めたり

毎年恒例の大イベントとなっているこのボウリング大会

あまり経験したこ

は、今年から表彰にコスプレ部門もでき、就労支援セン

とがないことを経

ターくまもとのメンバーはかなり前から大張り切りだっ

験したり、社会人としての社会性や豊かな心を育むこ

たんです。

と、地域へ出ることは地域で暮らす市民としても大切な

急きょ閉所した会員事業所や遠方で来られなくなった会

ことだと思います。

（レポート

原田）

員事業所もありましたが、無事にボウリング大会を開催
することができ、参加したメンバーはとても楽しかった

井芹川カヤック体験

7月16日

と、地域の自然を守る大切さを学ぶ機会となりました。

海の日の祝日！

子どもたちとの交流事業は、メンバーにとっても楽しい経

お仕事がお休みのメン

験になりました。あり

バーが多かったＧＨ親

がとうございます。

和荘では、日中活動と

ここ数日の豪雨で井芹

して西里地域(就労支

川も増水していたので

援センターくまもとが

カヤックができるのか

お世話になっている地

心配していましたが無

域です)のカヤック体

事に開催できました。

験にお邪魔してきまし
た。

→流されてしまいまし

今日は記録的な真夏日

た。（汗）でもいかだで無事救助

で川遊びにはとっても
気持ちが良かったで

子どもたちとカヤックで

す。

遊んだあとは、美味しい

最初は、地域の子ども

お魚を食べ、更に自然を

たちと一緒に水質調査

大切にする気持ちを学ぶ

隊！

事ができました （笑）

井芹川の水質をチェックし、自然を大切にする事の大切さ

花梨の家わがんせ10周年祝賀会

7月18日

を大切にする重要性と、常識という中での仲間支援に対す

ＮＰＯ法人花梨の

る思いを語って頂きました。ワークセンターやまびこの藤

家

わがんせ１０

本さんは、仲間会という会を中心とした支援、その根本は

周年記念祝賀会が

仲間のニーズの中に私たちの活動があるというお話をして

荒尾市ホテルヴェ

頂きました。

ルデにて開催され

障がい福祉のお仕事をはじめて１年目～３年目の方にとっ

ました。たくさん

て、その原点についてお話を頂いたのではないでしょう

のわがんせサポー

か。

ターが集まりまし

午後からのワークショップにおいては、事業所の中では話

た。ボランティア

されていない部分での仲間支援について、討議ができたよ

の方、地域の方、仲間、そして家族が一丸となって頑張っ

うです。「こうあらねばならない」ではなく、仲間のひと

た10年。その歴史の重さを感じる事ができました。

りひとりのニーズ。見えるニーズとその中で隠されたニー

きょうされん熊本支部の山下

ズについて深く感じながら支援していくことの重要性。そ

支部長は仲間がやっぱり主人

の先に「笑顔」、「楽しい施設」、「仲間主体」という

公であり、障がいがあっても

キーワードが見えてくるのかもしれません。

地域で暮らす事ができる環境

教育研修委員会として、今年度最初の事業がこの福祉フ

をつくるには、まだまだ、多

レッシュマン研修。今後も行ってまいりますので、ご参加

くの方々の支援と理解が必要

お願いします。

だという事を訴えられまし

就労支援センターくまもとからは、５名が参加しました。

た。いま、総合福祉法につい

職員ひとりひとり、良い勉強の機会になったのではないか

ていろいろと議論されていま

と感じています。これがベストの支援はありません。ベ

すが、そこに当事者の意見が

ターはあってもベストはない。仲間の目線に立って、私た

まったく入っていないもので

ちは何をしなければいけないのか！また、事業所の中で話

あり、自立支援法の中身のままの法律です。

し合っていきたいと思います。

多くの方々に理解して頂くためにも地域の方と共に歩く地
道な活動が必要ですね。

新家屋上棟式

わがんせの１０周年記念祝賀会に参加させて頂きまして、

今日は、自立応援団

多くの事を学ぶ事ができました。ありがとうございます。

新事務所（建物）の

益々のご活躍をお祈りしています！

上棟式でした

食事の後は、仲間たちの楽しい歌や、荒尾市出身のシン

工事関係者の方々は

ガーソングライター関島秀樹さんの歌声を聴きながら楽し

もちろん、地域の方

い時間を過ごさせて頂きました。

やメンバーのご家族

7月2日

の方々も来てくだ

福祉フレッシュマン研修

7月29日

さって、新しい建物

福祉フレッシュマ

や事業所の展望を語

ン研修が火の君文

り合う楽しいひとと

化センターで行わ

きとなりました.朝から強く降っていた雨も、式の開始前

れました。約50名

には止み、昼食懇談会の途中からは晴れ間も見え・・

近くの方が参加！

乾杯はご家族を代表し

午前中のパネル

て山中さんにお願いし

ディスカッション

ました。

においては、仲間

亀井ランチさまからの

の暮らし支援につ

お弁当は、手書きの心

いて、きくよう地

のこもったお弁当でし

域生活支援センターの大津留さんに「目指すもの」「大事

た。ありがとうござい

にしたいこと」についてお話をして頂きました。その中で

ます。みんなで美味し

一人一人の思いを大事にする事の重要性を学ぶ事ができま

く頂く事ができまし

した。暮らしはひとりひとり違う！共同生活援助における

た。８月31日は完成予定です。みんな楽しみにしていま

難しさとやりがいを実感する事ができました。くれよんの

す。

森の遠山さんは、不自然という表現の中で、仲間一人一人

実習報告（菊池支援学校）

6月23日

就労支援センターくまもとの玄関に飾っていますので、見に

６月１１日から２週間、

来てくださいね。

菊池支援学校より１名

農芸班便り･･･

の生徒さんが実習にい
らしていました。
昨日が実習最終日作業
（お仕事）への姿勢がと
ても真面目で、笑顔が素
敵なＴさん。２週間とっ
てもよく頑張っていた
と思います。
作業もとても上手になりましたね。
今後の学校生活・彼の人生に大きく期待しています。

実習報告（松橋支援学校）

6月29日

今日までの２週間、松橋
支援学校より１名の生
徒さんが実習に来られ

今日は、梅雨の合間を見て草刈

ていました。

りをしました。現時点では草な

今日は最終日、張り切っ

のか野菜なのか分かりません

て作業に取り組んでい

が…。

ただきました。

草と共生させることで害虫と益

降り続いた雨のために

虫のバランスをとっています。

屋外の作業体験が出来ていなかったのですが、やっと昨日か 甘やかすばかりが愛情ではない
ら屋外にてリサイクルの作業にも取り組んでいただきまし ので自然とは厳しいものです。
た就労支援センターくまもとの先輩たちは上手に教えてく 自然が僕の一番の先生です。
れたみたいです～さすが･･･。最後にはお決まりの写真撮影 写真は、植木でお借りしている
会＋握手会で終わりました。

畑です。

支援学校関係や他事業所さんなどからの実習受入はよくあ 理事長より…
りますが（ありがたいです）、実習生自身が実習し様々な経 雨が続き農芸班も天候の状態をみながらのお仕事をされて
験と学習をしていくのはモチロンですが、私たち職員も実習 います。
生を受け入れた事によって気付く事・経験する事・学ぶ事が まさに自然とのふれあいを感じながらのお仕事です。
た～くさんあります。今回も、とても貴重な体験・実践を経 最近は、ニラやジャガイモの収穫ができました。夏野菜の
験させていただきました。素敵な絵を描くAさん２週間、あり きゅうりの収穫もはじまったようですね。
がとうございました

皆様の愛情こもったお仕事がきっと消費者の皆さんにも評

P．S 夏休みはぜひぜひ遊びに来てくださいねっ

価され、美味しい野菜としてひろがっていけばいいなぁと感

七夕飾り

6月29日

じる今日この頃です。

さていよいよ６月も終わりです。って事は・・・七夕が目の 野菜とともに、ひとりひとりのメ
ンバーが成長していっているよ
前ですね。
就労支援センターくまも

うに感じています。今後がとても

とでは今日、七夕の飾り

楽しみです。

つけをしました。

右の写真がナチュラルハウスで

みんなそれぞれ（切実な）

す。今年１月から少しづつ、材料

お願いを短冊に書いてい

を集めながら農芸班が手作りで

ましたよ。
（中には「お願

つくった作業兼休憩小屋

い」と思うような事を書

屋根に草が生えてます。

いているメンバーも･･･）

これも自然と一体になった形でしょうか！

農芸班のお師匠さまが就労支援センターくまもとで借りて

かたらんね！販売会開催中

6月22日

いるお山から刈り取ってきた見事な笹に、みんなで飾りつけ テトリアくまもと１階の熊本県観光物産交流スクエア かた
をしました。

らんね (市電水道町電停前)にて６月20日(水)～22日まで、

９周年の誕生祭がおこ

ないかと危惧を感じます。

なわれており、就労支

裁判後の報告集会では、原告側の障がい者理解への教育

援センターくまもとも

があっていたかという質問に対し警察側の答弁がない事

出店しました。

や、健太さんが手足を振り回したりしていた状況を“精

外の特設テントにて販

神錯乱状態”という言葉を用いて説明された事など、障

売(*^‐^*)

がい者の意思表示が伝わらなかった事・伝わらない社会

母校の恩師も来て下さ

である事について話がありました。健太さんが怖い思い

いました。

で抗議をしていたのにも関わらず“精神錯乱”のひと言

誕生祭初日にはくまモンも登場！

では済みません。健太さんの死を曖昧なものにせず、真

しっかり就労支援センターくまもとのハーブをアピール

相を究明し市民に広く知ってもらう事が私たちの使命な

してまいりました。誕生祭は本日まで開催でしたが、就

のだと思います。

労支援センターくまもとは昨日までの出店美味しいとれ

みなさんも、ぜひ応援してください！

たて新じゃがとハーブを販売させていただきました。
かたらんねの心あたたかいスタッフのみなさま・関係者

表彰式！！

のみなさま、ありがとうございました。

以前ブログでもご紹介しましたが・・・

6月8日

２月10日～12日に福島県で開催された2012年 第5回スペ

安永健太さん死亡事件 民事裁判がありました

シャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲームフロア

6月16日 ホッケー競技にチームで出場された工藤利博さん！
２０１２年６月１５日（金）佐賀地方裁判所にて安永健 きょうされん熊本支部からも昨年度がんばった仲間とし
太さんの取り押さえ死亡事件の民事裁判が再開され、傍 て表彰をうけました５月20日のきょうされん支部総会で
聴に行ってきました。傍聴には約４０名が駆けつけ、一

表彰式があったので

番前の傍聴席には健太さんと同じ知的障がいのある仲間

すが、工藤利博さん

も５名座っておられ、裁判の終始一生懸命、真剣な面持

はその日熊本県障が

ちで傍聴されていまし

い者スポーツ大会に

た。

出場されていたため

今回は原告側弁護団の見

出席できず…。昨

解・意見を述べられ、主

日、理事長の代読で

に①民事裁判と刑事裁判

表彰式をしました。とってもニコニコで記念撮影！

の違い（争点・論点の違

ステキな笑顔です。いつもその素敵な笑顔でみ

い）②刑事裁判において
の事実認定への不服につ
いて河西龍太郎弁護士より説明がおこなわれました。刑
事事件は警官個人に向けたものでしたが、民事事件は警
察組織に向けた訴えとなるため、民事事件独自の論点で
裁判をすすめていく事ができるそうです。
何より河西弁護士が強く訴えられていた事は「現場の警
察官の知的障がい者への理解のなさ」でした。知的障が
い者だと気付かなかったなど、市民を守る警察官がこれ
では差別のない社会などつくる事は困難だし、市民の中
に障がいのある人がいるという認識が全くないのだと思
われても仕方がないと思います。

んな和ませてもらっています。これからも期待
しています。

事件現場での事においても話が食い違う事は多く、健
太さんが前に停止していた（原付）バイクを「蹴って逃

編集後記

げた」と語る警官と「蹴ってはいない」と語る警官…。

就労支援センターくまもとの火災による増築工事も関係

時が経ち、全国でも、地元の佐賀県においてもこの事件

者の皆様のご協力により、進んでいます。８月31日には

についての報道や市民の関心が薄れ過去の話になってい

開所式を行う予定で、準備を進めています。どうぞたく

きつつあります。しかしこの事件の真相究明をしない事

さんのご参加お願い申し上げます。

にはまた、どこかで同じような事件が起こり得るのでは

（理事長

福島貴志）

