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障害者差別禁止フォーラム（12／2）

絵画展ワークショップ

『現代国際巨匠絵画展』『熊本カクノスキ展』

明日から開催される『現代国際巨匠絵画展』（同
時開催：熊本カクノスキ展）のため、スペインか
ら巨 匠が来日 されまし た。フラ ンシスコ・ ボッ
シュ画伯＆ピラー・テル画伯夫妻です。お昼には
画伯となかまのみなさんが一緒に絵を描く『交流
会』に２名のメンバーが参加しました

早かった３日間…。最終日は、もうすぐお誕生
日を迎えられるフランシスコ・ボッシュ画伯に実
行委員みんなでサプラ～イズ
なお祝いをしま
した

障害の理解へ変えなければなりません。そして障害
のある人に対しての「市民権」（平等）を保障する
こと…アメリカにおける法律のお話等を聞きなが
ら、現在ある障がい者差別禁止等に関する条例より
も低くなる事がないような市民運動が求められてい
ます。
（１）不均等待遇の禁止
（２）合理的配慮の提供義務
について、情報・コミュニケーションや不動産、医
療、教育すべての政治的・経済的・社会的活動にお
ボッシュ先生、来熊して「くまモン」がお気に
召したそうで、くまモンのケーキとくまモンの写
真集を見てとっても喜んでくださいました。

ける「平等な参加」の保障が必要であると共に、救
済手続きについて今後、進められていくようです。
障害者差別禁止フォーラムが熊本障害フォーラム

熊本県においては４月１日より「障害がある人もな

（ＫＤＦ）主催で行われました。

い人も共に生きる熊本づくり条例」が施行されまし

障害者差別禁止法制定に向けて動いている中で、ど

た。熊本県広域専門員の方から現在の状況につい

のような法律が目指されているのか？差別禁止部会

て、お話を聞くことができましたが、やはり当事者

委員の北九州大学准教授の植木淳氏のお話を聞くこ

が相談に行く環境が整備されたことが大きいと感じ

とができました。

ました。課題は、まだ、その情報が知られていない

障害者差別禁止条約から障害者差別禁止法制定に向

事…。まだまだ、悩んでいる人も多いと感じていま

けたもので、2013年通常国会での法律制定に向かっ

す。

ているものの、衆議院解散により、今後どうなって

本当の意味で市民同士が理解しあえる社会を実現す

いくのかを注視していかねばなりません。

る為にもこの条例が広がっていくといいですね。

ボッシュ先生もテル先生もとっても優しくて気さ
くな方です。

差別禁止法の論理は、個人モデルから社会モデル的

熊本市長より感謝状を頂きました

感しています。
住み替え相談においてもずいぶん、企業の皆様にご

～熊本市居住支援協議会～
7.12九州北部豪雨災害において被災された方の支援活

協力を頂きました。ありがとうございます。

動として、熊本市居住支援協議会は、一時避難の為

また、行政の方々との連携も重要です。

の移転先の相談や今後の住み替え相談を熊本市と協

今後も活動を頑張ってまいります。ご理解・ご協力

働で取り組みました。今回、熊本市長より感謝状を

お願いします。

頂きました。ありがとうございます！
災害時の支援について熊本市居住支援協議会として
の取り組みは検討されていましたが、今回の支援を
通じて、「どんな支援が必要なのか？」考えさせら
れました。通常は、住まいを見つける事が困難な方
への支援として、相談会の開催や入居支援活動を
行っていますが、日ごろからの企業の皆様との関係
づくりがその中で必要不可欠なものではないかと実

３日間の会期が無事終わり、疲れとともに達成感
溢れる実行委員会メンバーでした。同時開催の熊
本カクノスキ展も、なかまのみなさんの素敵な作
品を多くの方々に見ていただく事ができて本当に
良かったです。

メンバーも楽しく絵を描き、他事業所のなかまの
みなさんとも盛り上がっていました。
夜には７名のメンバーと『歓迎レセプション』に
行ってまい
りました。
ステキな絵
に囲まれな
がら、美味
しい食事と
会話を楽し
み、画伯夫
妻とのお話
は緊張しな
がらも貴重
な体験。画伯夫妻にサインもいただき、大満足で

障がい者週間
毎年１２月３日から１２月９日を障がい者週間と
して、国民の間に広く障がい者福祉についての関
心と理解を深めるとともに、障がいのある人たち
が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に
積極 的に参加 する意欲 を高める ことを目 的とし
て、従来の「障害者の日」（１２月９日）に代わ
るものとして設定されたものです。
この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体
等において、様々な意識啓発に係る取組を展開し
ています。

した
1
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という訳で、今日は早速イベント販売でした

祉部会の骨格提言）を新法に反映させて欲しい事

『障害者週間～つながるささえる心の“わ”～』

と、障がい者福祉の予算を確保して欲しい事、今回

清掃業務

旅館の厨房や窓・外壁などなど掃除をしてまいりま

今日の就労支援センターくまもとは、新たな仕事へ

した

産施設製品の販売会」に参加してまいりました

挑戦

初めてで（知らない土地という事もあり）緊張もし

就労支援セン

施設外の清掃のお仕事へ３名のメンバーが行ってま

熊本市中央区新町にある子ども文化会館にて、「授

はこの２点を国会へ届けたいと思います

ターくまもと

いりました

は、ポップコー
ン

を

販

ましたが、一生懸命頑張りました。企業の方も評価
してくださったので、今日の経験をまた次につなげ

行き先は何と・・・黒川温泉

ながら頑張っていきたいと思います

売

できたてのおい
しいポップコー
ンをたくさんの
子ども達に食べ
てもらう事がで
きました。
さて、今年の障がい者週間も、多くの市民のみなさ

しっかり学習をした後は中心市街地へ繰り出し、４

まに私たちの想いが届くといいな～

０分間の署名募金活動をおこないました。
就労支援センターくまもととしては、５０筆の市民

あんしん住み替え相談員育成講座

のみなさまの署名

平 成24年 度 ２ 回 目

を集めることがで

の「あんしん住み

きました。署名募

替え相談員育成講

金にご協力いただ

冬の物販ご協力ありがとうございました

『農業をしていて』

座」が開催されま

いた市民の方々に

平 成24年 度 冬 の

私は、就労支援センターくまもとで農作業をしてい

した。事務局とし

「がんばってね」

物販活動のご協

る２２歳㊚です。

て関わらせていた

とたくさんお声か

力ありがとうご

私にとって農業は生きがいです。

だいていますが、

け いた だき まし た。 嬉しい 事で すね

ざいました。多

農業で野菜を育てていると、なんだかいやな気持ち

今 回 は40名 近 く の

しっかり受け止めて運動の原動力にして、また頑

くの方にご購入

にはなりません。

頂くことができ

と、言うのも、何も生えていない畑に小さな種を蒔

ました。

くと、小さな野菜の芽が出てくるからです。

今日は注文に合

自分たちで育てた有機野菜を収穫したり、出荷した

わせて商品の仕

りして、お客さまに安心して食べてもらえる事が嬉

分けを行ってい

しいのです。

ます。来週から

また、私たちの育てている野菜は有機野菜なので、

お配りしたいと

市販されている野菜などとは味が違います。

思います。

市販の野菜はやや苦味がありますが、有機野菜は苦

今回の物販の収

味もなく、野菜本来の味甘味があります。

益は、障害がある人の地域移行支援の為のグループ

だ か ら こ そ 私は 、 有 機 農業 が 大 好き な の で す。
今日は、うらさんと一緒に農作業をしているいーさ

↑窓の掃除の様子

ご 声 援を

方が参加して頂き、本事業への関心の高まりが出て

張 って 活動 して いき ま

きました。とても嬉しいことです。今回は、福岡や

す。

大牟田市等、県外からも参加頂き、熊本市居住支援

署 名募 金に ご協 力い た

協議会の活動が注目されているのかもしれません。

だ いた みな さま 、あ り

現場にいると、相談する場所がなく困っている方が

がとうございました。

多い現状の中、各地域で、住まい方について相談を
受ける事ができる環境が必要です。次年度以降も継
続して実施しながら、本活動が広がるように頑張っ

実習お疲れ様でした！

ていきたいと思います。

１１月２６日から２週間、熊本支援学校より実習生がこ
られていました。

街頭署名をしました！

お辞儀と挨拶がとても上手なＭくん。

ホーム開所に向けての支援金として使わさせて頂き

自立応援団では、きょうされんの『第３６次国会請

のこりわずかな学校

ます。来年には新しく３部屋使えるようになりま

生活、将来の為にも

す。

しっかり有意義に過

住む場所がまだまだ未整備です。あんしんして住み

ごしてくださいね

替えができる環境の整備が急務です。用途変更等の

願署名募金キャンペーン』に取り組んでいます。
今日は、午後から５名のメンバーと国会への請願内
容の学習会に参加しました。障害者自立支援法の廃

んが日誌をつづってくれました

年上ですが後輩も入ってきて、先輩としてしっかり
仕事をされています。また、農業・畑に対しうらさ
んの意思を引き継ぎ、とっても畑が好きになってく

課題もありますが、今後もニーズに沿った形での活

止を求めて運動を続け、障がい者施策に大きな変化

れました。

動を広げていきたいと思います。皆様のご協力あり

の時代が訪れると思っていましたが、来春施行され

最近のいーさん、キラキラしています

がとうございました。

る『障害者総合支援法』には私たちの声がまたして

。

今後も大きく期待しているメンバーです

も反映されていませんでした。私たちの声（総合福
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