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[PR]【無料】見たい動画がすぐに見つかる！ダウンロードも簡単！どこでも持ち出せる！【最強動画ソフト】

◆今年の夏も、とっても暑い日が続きましたね。それぞれが、気合いを入れて臨んだ
休みも終わります。

◆皆さん、今年はどんな夏になったでしょうか。お家で涼しく過ごされた方、外で真っ
になって遊んだ方、水にたくさん入った方、実習をがんばった方など、いろいろな過ご
方をされたことと思います。お母さん・お父さんは大変だった分、お子さんにとっては
つもとは違ったことにチャレンジできる、ステップアップのための時間になったかもし
せんね。チャレンジドも、この夏は新しい拠点に移っての初めての夏、ということで初
てのことがいっぱいの夏休みになりました。

また、来年度の事業化に向けての「日中一時支援のおためしイベント」を行いました。これまでは、放課後支援を想
して短い時間で行いましたが、夏休みは朝から夕方まで、たくさんのボランティアさんに助けてもらいながら、買い物
ご飯作り・散歩・海水浴・おやつづくりなどをして過ごしました。はじめのうちは、どの場所で過ごそうかな、となかな
場所が定まらなかった方も、回数を重ねるごとに好きなおもちゃや場所を見つけて笑顔も増えてきました。慣れない
丁を、恐る恐る使ったりと…いろいろな表情で一緒に楽しむことができました。
◆夏休みが終わっても、放課後の時間を中心に今年度はおためし、という形でイベントをおこなっていきますので、
めての方でもぜひ参加して感じていただけるとうれしいです。
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土壁のささやき

障碍児の放課後、休日の居場所を美浜に！

日中一時支援学習会開く！
■チャレンジドでは日中一時支援を美浜町で行って行けるよ
うに、勉強会を開いています。
■１回目は武豊町のNPO法人ゆめじろうより、出口晋さんが来てくださり、地域活動
援センターを始めるまでのおためしイベントの様子をスライドをつかってわかりやす
明してくださいました。
■２回目は、実際に日中一時支援を行っている他事業所の見学報告と、チャレンジ
の来年度に向けての構想をお話しさせていただきました。
■３回目はこれからですが、美浜町の日中一時支援の要項ができたときに、その内
を皆さんと一緒に勉強していきたいと思っています。要項の中身によって、美浜町の
中一時支援が公的サービスでどんな年齢の方が利用できるのか、どんな地域の方
利用できるのか、そして、どのくらいの障碍を持っていると利用できるのか、など重
事項が決まってきます。
ぜひ、お子さんがどのようにサービスを使ったら地域で自分らしく暮らしていけるのか、その上で重要な公的なサービ
のことを、一緒に勉強していきましょう。

いつものご支援、本当にありがとうございます

古民家での活動を皆さんの手で支えてください。
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◆◇いつもありがとうございます！
〇古民家を利用される方が、「安全に安心して過ごすことができるよう。」にと、「古民家再生プロジェクト」を進めてま
ました。このプロジェクトには、利用者やその家族、ヘルパーさん、広沢建設さんと大米建築さん、西川さん、住まいる
ロジェクトの皆さんが関わって頂きました。また、引越しの際は、多くの方にお手伝いして頂きまして、誠にありがとうご
いました。
（詳細は次項に掲載）

◆◇これからもご支援を宜しくお願いします！
〇皆さんの想いをカタチにするには、改修資金が必要になります。助成金団体の助成をいただけるようにしていくとと
に、賛助会員・正会員になって頂くことや、日頃の活動を支えて頂くことが必要となってきます。
〇今後、改修資金を調達するために、バザーなどを企画する予定ですので、皆様のご協力をどうか宜しくお願いしま

古民家再生プロジェクト（改修編）

これまでの動きをまとめてみました。
チャレンジドの築８５年の古民家を誰もが、使いやすくするため
に、改修案を考えました。日本福祉大の学生サークル住まいるプ
ジェクトと、地元施工業者、障碍当事者とその家族が、知恵をし
り合い、５月から８月にかけて話し合いを進めました。
期日

内容

主に関わっ

４月１８日

住まいるプロジェクトとの話し合いが本格的に始まる。
これからの、予定や進め方を確認しあった。

学生・事務局

５月９日

Ｂ紙に図面を書きおこし、具体化していくことに。
寸法を測り、写真をとり、改修イメージを具体化した。

学生・事務局

５月２２日

改修第１案を障碍児の親にプレゼンテーションをした。
安全面での課題や、支援内容での工夫にたいしてアドバイスを頂く。

障碍児の親
生

６月１２日

施工業者にプレゼンテーションできるように作業進める
学生が主体となり、「自らできる改修」についても意見がでる。

学生

７月５日

改修案第２案 施工業者に説明し、アドバイスを得る。
専門家の目からみた、「古民家の改修」をアドバイスして頂く。

学生・専門家
事務局

７月１９日

改修案３案を 施工業者に説明し、アドバイスを受ける
前回の案を修正したものに、安全面を考慮した案をだす。

学生・専門家
事務局

７月２６日

事務局改修案会議にて 改修コンセプトの確認した。改修の優先順位を確認した。

事務局

７月３１日

改修案４案を 施工業者に説明し、アドバイスを受ける。
商品カタログをもとに、トイレ、お風呂の製品をきめる。

学生・専門家
事務局

８月１０日

改修案４案の図面ができる。改修費用が、予算額の1.5倍以上になることを考慮して、優先
専門家・事務
度が高い改修より、行うことを決める。

８月２２日

改修最終案の図面、見積もりの完成。助成団体への申請手続きをはじめる。

専門家・事務

今後とも、皆様の、ご協力をお願いします

神谷正太さん（２４歳）
車はやっぱりＴＯＹＯＴＡの

美浜町奥田在住

「ＨＩＡＣＥ（はいえーす）！」
いつもの決まり文句の正太さん。
おでかけしたら、マクドナルドでハンバーガー
を食べるのが楽しみ。
（ハッピーセットのカードがもらえた日は気分上々）
大好きな珈琲を飲むのが、毎日の習慣。そんな正太さんに、今回はイン
ビューしてみました！
【インタビュアー：藤垣直也】

神谷正太さんと藤垣直也の「正」「直」を頭においてます。
まっすぐ！に正直に生きていきたい２人の願いを込めて。太字が、正太さんの回答です。
直）チャレンジドのヘルパーとの思い出は何ですか？
正）（南知多）ビーチランドの（おもちゃ王国）「海底探検」がたのしかった！
直）あの、絶叫マシーンの「バイキング」を乗っていた時の顔が、とても印象的なんだけれどね。
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正）いやいや。海底探検がたのしかった（ニコ笑）
直）正太さんの、得意なことを皆さんに教えてください！
正）車のナンバー。（を覚える）
チャレンジドのナンバーは「名古屋せの８００、、、」
直）すげー！ 私より、記憶力いいねぇー。
正）・・・（クス笑）
直）今度は、どこかいきたい所あるんかな。
正）温泉いきたい！
直）そうか、温泉に行きたいかぁ。今度、行こうかぁ。
直）いつもは、何して過ごしているの？
正）セルプアゼーリアで、板を切って、ぬり絵、ＩＮＡＸ（部品）してる。
直）今度、セルプアゼーリア１０周年やし、ボランティアフェスティバルやし、忙しいね。
正）…ＩＮＡＸ！！車！（まんめんの笑みで、誇らしげに語る。）
直）神谷さん家の「たこ焼き屋」の宣伝していいよ！
正）たこ焼きが美味い！よ。うん！
直）たこ焼き屋やしね。今度買うとするよ！
直）将来の夢を語ってよ！
正）車に乗って、車の博物館に行くこと！
直）わかった！ また ハイエースを見に行こう！
◇◆ ５月〜８月の活動のあゆみ ◇◆

５月
１日 事務局会議
９日 一般検診
１０日 成年後見制度学習会
１２日 Tサポート学習会 あいちき情報交換会
１４日 たん吸引研修会
１７日 法人内監査 成年後見制度学習会 NEO会議
１８日 ピア座談会
１９日 ウェルフェア２００７ツアー
２１日 たん吸引研修会
２２日 日中一時支援学習会
２３日 福祉教育懇談会 毛利ゼミ訪問
２４日 成年後見学習会 移動ネットあいち総会
２６日 ヘルパー２級修了式
２７日 平成１９年度総会
２８日 たん吸引研修会
３０日 日本福祉大講義講師
３１日 成年後見制度学習会

６月
１日
５日
８日
９日
１０日
１１日
１２日
１６日
１７日
２０日
２２日
２３日
２７日
２９日
３０日

ヘルパー研修会
地域自立支援協議会話し合い
NPO法人くるくる見学
ひらめき２％うどん試食の会 Iさんお別れ会
福祉実践教室・河和小学校
地域活動支援センター話し合い
NPO法人わたぼうし見学
ピアカンの集い
人権について考えるフォーラム
日中一時支援お試し
愛知県実地指導
行動援護研修会
全国ボランティアフェスティバル実行委員会
ワークルームかもめ訪問 日中一時支援会議
行動援護研修会

７月
１日
２日
５日
６日
７日
９日
１０日
１１日
１２日
１３日
１４日
１８日
２０日

福祉移送インストラクター
ダスキン研修生修了式出席
古民家改修専門家会議
全VF事務局会議
行動援護研修会
愛知県事業者集団会議
全VF事務局会議 日中一時支援事務局会議
全VF実行委員会
第２回古民家学習会
日中一時お試し
ピア座談会
ケア会議
全VF事務局会議
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古民家改修会議
古民家改修事務局会議
日本福祉大学オープンキャンパス
日中一時支援お試し
古民家改修専門家会議

８月
１日 第３回全国ボランティアフェスティバル実行委員会・パネラー交流会
２日 全国ボランティアフェスティバル会場下見
３日 美浜町ボランティアフェスティバル会場下見 和室無料
６日 車いす体験
７日 日中一時支援話し合い
８日 全国ボランティアフェスティバル 和室無料開放
９日 日中一時支援お試しイベント
１１日 チャレンジド夏の感謝祭 BBQ
２１日 武豊・福祉探検隊協力
２２日 和室無料開放日
２３日 日中一時支援お試しイベント

◇◆５月〜７月
身体
５
月
６
月
７
月

105.5時
間
87時間
95時間

活動の記録
重度 訪問加
行動 援護
算
17時
12.3時
522時間
32時間
間
間
家事

重度 訪
問

95時
554時間
間
95時
537時間
間

移動支援 （身
無）

移動支援 （身
有）

総派遣時

22.5時間

3時間

714.9
間

38時間

15時間

18.5時間

2.5時間

810時

32時間

32時間

10時間

4.5時間

805.5
間

乗車距離・キロ

4月
27

5月
51

6月
95

7月
115

乗車時間・分
利用回数・回

20
1

70
3

110
5

270
9

〇今年の６月３日に、チャレンジドの利用者さんでもあり、一緒に活動を盛り上げる仲間でもある井原さん
永眠されました。
井原さんは、大学２年生でとっても明るくコロコロとよく笑う、かわいらしい方で
た。大学で勉強をがんばる一方、チャレンジドではピア座談会の企画をしてくださ
り、ヘルパー研修の講師も務めてくださいました。何より、井原さんがいてくれる
場の雰囲気がやわらかく、あたたか〜くなるんです。そんな井原さんとの突然のお
は、とても寂しく悲しいものでしたが、彼女が残してくれたものは、それ以上にと
大きいものです。井原さん、天国でも私たちのことをずっと笑って見ていてくださ
ね。

ヘルパーさんからの言葉
今までほんとにありがとう！万里ちゃんが好きな芸能人の話をしているときの笑顔がほんとにかわいくて。
も、これからもっとがんばるから、これからも見守っててね！

『障害者自立支援法と自治体のしょうがい者施策』
著者名：石川満編著 出版者：自治体研究社 出版年：2007.06
価格 2,100円 （著者割引により、1800円でお買い求めいただけます）
日本福祉大学教授で、チャレンジドの理事でもある、石川満先生が、この程、『障害者自立支
法と自治体のしょうがい者施策』という本を出版されました。様々な問題がある障害者自立支
法のもとでも、自治体でしょうがい者当事者の実態にそった施策をどのようにしてつくってい
か。そんな課題に取り組む手がかりとなる、現場のリアルな実践例、地域・自治体における取
組みの提案が、たくさん詰まっています。「当事者や家族の方に、ぜひとも読んでいただきた
い」と、著者の石川先生の願いがこめられた、おすすめの一冊、チャレンジドにも置いてあり
すので、ぜひ読んで、活用してみてはいかがでしょうか。
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『響き合う共生社会へ』
著者名：森本 正昭・山田 耕伸
出版者：株式会社パレード 出版年：2007年3月 発行（６月待望の２刷改定版出版）
価格：1,500円（1,429円＋税）
日本福祉大学大学院生で、美浜に暮らすチャレンジドの先輩、山田耕伸さんの力作本、『響き合
う共生社会へ』も、一押しです。障害者と健常者の共生、そのための施策や福祉用具の開発をテ
ーマに、著者ならではの視点と、著者と共に響きあい、生活している人たちの声が盛り込まれ、
「響きあう共生社会」へのイメージがぐっと広がる一冊です。また、本のデザインにもこだわっ
て、手に障害があっても、ページをめくりやすくするための、ユニバーサルデザインの工夫がさ
れています。ぜひ実際に手にとって、共生社会の響きを感じてみませんか。

第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや

★★

参加者募集のお知らせ

とき：２００７年９月２３日(日) ９:３０〜１１:３０
場所：日本福祉大学 １２号館 １２３３教室
参加費：１０００円
＊ 今年愛知県で開かれるということで、チャレンジドも分科会を開くことになりました！テーマ
は「ぐんぐん伸びよ！学生ボランティアの芽」。美浜町のしょうがい児と関わる学生団体による活動を通し
て、地域のためのボランティアについて・学生としての関わりについて学びあいます。その後、夕方１７時
ら古民家にて交流会を行います♪
＊ 6月27日から実行委員会を立ち上げ、当日の役割分担などについて話し合いをしてきました。また、「チ
レンジドＴシャツ」を作ることになりました☆★全国ボランティアフェスティバルに限らず、普段のチャレ
ジドの活動の際にも着て頂けるようなデザインにしようと思っています。
〇障碍児が地域の中で成長していくには、私たち学生ボランティアの積極的な関わりが大切だと思います。
の会を通して、少しでも感じることや考えることができたら幸いです。和やかな雰囲気で会が行なえたらい
なと思います！
ご参加お待ちしています(＾−＾)/
実行委員長：三間理恵

〇聴こえてこない声がある。〇この古民家にやってきた仲間の声が、ある日から
聞こえなくなった。〇井原さんが天国に行かれたことを偲び、古民家では井原さ
ありがとう会が行われた。〇やっぱり、聴こえてこない声がある。〇彼女の分、
の夏の古民家は、子どもたちの声で溢れたような気がする。元気いっぱいの声が。○この秋、どんな声が聴
えてくるのだろう。
◆編集後記にかえて
編集責任者 ：藤垣

直也

チャレっ子通信へ
チャレンジド・トップページへ
ソニー銀行の＜公式サイト＞

『最新』人気上位ＦＸベスト１０

スピードキャッシング比較com

納得の金利でかしこく貯める！預けておく
ならソニー銀行。

日本最大級の比較情報の集大成！ＦＸデ
ビューはこの１０社から口座開設

moneykit.net

www.allgaitamehikaku.jp

人気の銀行ローン・キャッシング・カードロ
ーンの比較、申込ができる
www.speed-cashing.com

スポンサーサイト

[PR] 株取引 過払い金 造作家具 松浦建設 ホスティング 貸会議室 オーダーカーテン 金沢市 住宅 ネットブック デイトレ 田舎暮
らし 容量無制限ストレージ ハワイ オプショナルツアー 石川県 賃貸 税理士 薪ストーブ 宮古島 カーテン アクシス 石川県 不動
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