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今年の抱負をお聞きしました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新年を迎え思いも新たと思いますが、みなさまにとりまして素晴らしき一年となりますように！！ 

あけましておめでとうご ざいます 

昨年は清水寺管長が 2006 年を代表する漢字「命」を奉納されました。 

私たちはニュースなどでも、「命」の軽視を見聞きしてきました。 

私たちの業務は「命の尊さ」をその根源に持っています。尊い命だからこそ、「一人の人間として自由

に・生きがいをもって意義ある人生を歩み続けること」が大切なのです。 

また別の視点から見ますと、障害者自立支援法も完全施行され、これも弱い立場の障害者には過酷

な法律です。 

本来 人の命に大小や重い軽いはありません。私たちは望まれる方がおられれば、充分対応できる体

制も整えています。 

本年から「ゆうりんの家」は設立当初のボランティア機能に特化し、「ビーオブエス」は障害者自立支

援法上の居宅支援事業など日々の現場活動や介護タクシー事業分野などを中心に業務展開をして

いく所存でございます。 

今後ともこの両者が多くの方々に期待される組織でありたいと祈念します。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

平成１９年 元旦 

ＮＰＯ法人ゆうりんの家 理 事 長   兼 

有限会社ビーオブエス 代表取締役会長 田 村   耕 

2007 年は亥年です。 

私も夢に向かってまっしぐら進みたい。 

母が元気なうちに、私の本を出版したいの

です。 

30 年間同人誌や新聞などに書き貯め

た、詩やエッセイを母に読んでもらいたい

のです。 

お金を貯めないとできませんので、これか

らが大変です。 

でも母の命の灯火がいつ消えるのか？ 

不安です。 

澤 井 量 子 
（ゆうりんの家発足時からの会員様です） 

今年も皆さんのお力を借り、訓練したり、

あちこち行きたいところに外出したり、 

充実した日々を過ごしたい。よろしく・・・・・ 

鈴 木 茂 司 
（昨秋よりの利用者様です） 

いろんな方々の意見を聞いて、楽しく面白

いレクにしていきたいと思っています。 

私としては、いろんな場所を見て、様々な

チャレンジをして行きたいです。 

平 山 真 矢 
（当社従業員で事務の他、レクの統括者です） 



１２月１７日 洛南会館にてクリスマス会を行いました☆☆☆ 

今回のクリスマス会は予定より少し遅れて午後２時過ぎからスタート!！参加された２４人の方々とボラ

ンティアさん、スタッフとで会館の大きな会場は人でいっぱいに(^o^)丿それもそのはず今回がゆうりんの家

企画では最大の参加者でした。当初からゆうりんの家やビーオブエスを支援してきてくださった方々、これ

からよりよい関係を築いていきたいと願う方々、たくさんの方々の参加によりクリスマス会は大盛り上がり

♪そして、会場は笑顔と笑い声でいっぱいでした♪♪ 
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皆さん、クリスマス会
は楽しんでいただけ
ましたか？？ 
また、来年も一緒に楽
しみましょうネ♪ 

覚覚覚えええしししりりりとととりりりゲゲゲーーームムム☆☆☆   
チチチーーームムムににに分分分かかかれれれててて行行行いいいままましししたたた！！！！！！   
チチチーーームムムプププレレレイイイああありりり、、、個個個人人人プププレレレイイイああありりり   
でででももも、、、やややっっっぱぱぱりりりチチチーーームムムプププレレレイイイ強強強ししし☆☆☆   

 カラオケタイム♪ 

では、ゲーム始めま～す♪♪ 

 

 

ケーキ美味しい♪ とととっっってててもももキキキレレレイイイななな声声声ででで   
聞き惚れていました( õ )̃ 
また聴かせてくださいネ♪ 

わわわぁぁぁ、、、みみみんんんなななののの   
笑笑笑顔顔顔がががいいいっっっぱぱぱいいいででですすす(((̃̃̃___̃̃̃)))   

私私私ももも思思思わわわずずず笑笑笑顔顔顔ににに♪♪♪ 

大大大好好好きききななな   
ooorrraaannngggeee   rrraaannngggeee ののの曲曲曲♪♪♪
ををを歌歌歌っっってててくくくれれれままましししたたた。。。   

イイイイイイ歌歌歌♪♪♪♪♪♪ 

わぁ～い(^O^) 

ゲームやクイズ・ビンゴを楽しみながら 

皆で一緒に食べるクリスマスケーキや 

シャンパンは格別でした♪ 

罰罰罰ゲゲゲーーームムムははは青青青汁汁汁･････････わわわぁぁぁ(((>>>___<<<)))   
あああれれれ？？？意意意外外外とととイイイケケケるるる！！！？？？ 

はははいいい   チチチーーーズズズ!!!!!!   

仲仲仲のののよよよいいい友友友人人人・・・久久久しししぶぶぶりりりににに会会会っっったたた人人人   

たたたちちちとととののの楽楽楽しししいいいおおおしししゃゃゃべべべりりりののの時時時間間間･･･････ 



☆会員さん紹介☆ 

名 前：金 丸  喜世子 

趣 味：裁縫 

 

新年のご挨拶を頂きました 

毎日三度お世話いただきありがとうございます。自分一人でもっともっとできる状

態であれば･･･と思います。残っている技能を出来るだけ大切にしていきたいです。

スタッフの方々が少しでも私どもが楽しく過すことができるようにと企画を考えて

くださって、会員の私たちは喜んでおります。自立生活を始めて今年で４年目とな

り年頭に当たって思いますことは、少しでも自分らしい生活を継続することを希望

にしています。健康でありますように・・・。 

         スタッフ紹介 

名  前：山 崎 高 志 
趣  味：スポーツ観戦と実際にすること。(野球・サッカーなど) 

ひとこと：足手まといにならないよう、一生懸命頑張ります！よろしくお願いします。 

   

名  前：船 曵 朋 子 

 趣  味：古着屋めぐり・健康食品にはまっていて、最近は毎朝青汁です(>_<) 

ひとこと：毎回、通信発行前はパソコンとにらめっこ。必死オーラを事務所で放ってい 

ます(>_<)その中で本当に多くの方々が通信の作成に協力くださり通信の号 

を重ねるごとによりよい内容になっていると感じています。ありがとうござ 

います。今後もより充実した内容をお届けしていきたいと思っておりますの 

で、今後もご愛読くださいませ(^o^)丿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょこっとバリアフリー情報 

今回は、お出かけの際に活用できるホームページ情報をお届けします(#^.^#) 

◎車いすおでかけネット 

http://kurumaisu.ct.docomo-kansai.co.jp/kuruma/index.html 

関西主要駅のバリアフリー情報、各店鋪・レストラン等のバリアフリー情報、

タクシー・バスのバリアフリー情報など関西の情報が中心ですが、関西のバリ

アフリースポットが調べられ、他にはない情報満載です。おススメ♪ 

◎らくらくおでかけネット 

http://www.ecomo-rakuraku.jp/rakuraku/index/ 

全国の駅情報・経路検索もラクラク♪ 

各駅の車いすでの利用情報もとってもわかりやすくなっています♪♪ 

さらに詳しい駅情報をお知りになりたい方は各鉄道会社 HP へのリンクもあり

ますので、どうぞ活用ください(^^) 

金丸さんの手作りの小物入れ・洋服のアレンジ 

色遣いがとっても上手です(*^_^*) 
お洋服もいつもおしゃれでステキです♪ 

 

個人情報の保護により表示できません 

個人情報の保護により表示できません 



☆☆ 広野中学校より女子生徒さんが来所されました ☆☆ 

昨年の１１月１５日に「ゆとり教育」の一環で、宇治市
立広野中学校の女子生徒４名が、福祉現場を視て学びた
いと「ゆうりんの家」を訪問されました。 
学校からの「ボランティア体験学習」お礼状の冒頭に「ボ
ランティア活動を通して自分らしさ、自分自身の生き方
について考え、深めることを実感できたのではないかと
思います」と綴られていました。私たち職員も、若い方々
が福祉の最前線でやっていること･携わる者の考え方な
どを知っていただけたらと協力しました。 
以下生徒さんからの印象に残った一言集。 
Ａ子さんは… 
・ 障害について分かりやすく説明いただいた。 

・ 道路での車椅子の体験：少し段差があるだけで少し
道が傾いているだけで、行きたい方向に進めない。 

・ みんなが安全で安心して生活できる環境作りをして
ほしい。 

Ｂ子さんは… 
・ パンフレットがカラフルで写真も多く分かりやす

かった。 
・ 車椅子体験は普段の生活ではなかなかできないが体

験できた。 
・ この体験学習は自らの生き方を考える上でとても役

立った。 
Ｃ子さん… 
・ とても優しく、おもしろくいろいろなお話をしてく

ださった。 
・ 自らの考えをもう一度改め、これから自分はどうし

ていこうかと考え、とてもいい機会になりました。 

Ｄ子さんは… 
・ 訪問するまでは、障害についてもそんなに詳しくは

なく、分からないことだらけでした。 
・ 訪問して、障害をもっている人の気持ちや「人間は

１人では生きていけなくて、皆の支えがあるからこ
そ生きていける」ということが考えられるようにな

りました。 
・ 車椅子で「自立ホーム」まで貴重な体験ができた。 

若年層の方々に福祉の現場をみてもらう機会はめった
にありません。わざわざその機会を作っていただき、そ
の結果皆さん方の生き方に少しでも参考になれば、協力
させてもらった意義は十分あります。 
こちらこそ、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちのためにリーフレットまで創ってくれました 

皆さ～ん! しっかり勉強もしてくださいネ!! 

 

編 集 後 記 各種ご協賛賜りありがとうございます 

賛助会費   千幸様 

ゆうりんの家の運営は、多く 

の方々のご支援ご協力により 

成り立っています。 

今年もよろしくお願い 

申し上げます。 

MIZUTANI の Ｍｅｓｅｎ  ― パート３ － 

お正月と言えば初詣。事務所近くの伏見稲荷大社では、今年も多くの参拝客が訪れ周辺道路は大渋滞。この初詣、私はこ

こ十数年一度も行ったことがありません。社寺は車いすで気軽にお参りできる場所ではなく、自力で登れない石段、タイヤ

が埋もれて進めない砂利道など車いす泣かせの境内。これが初詣ともなると、普段とは比べられない数の参拝客が訪

れ、場所によっては交通規制により車を近づけることさえ困難に。そんな理由から、毎年初詣へ行くことに消極的でした

が、今年は会社行事の一環で初詣に行けました。お客様をお連れするなど過去の経験から、車椅子で行きやすい城南宮

へ。駐車場はすんなりと入ることができ、境内の砂利道も、石畳を通ればスムースに本殿まで行けました。しかし、３段程の

階段があり本殿に近づけません。幸いにも迂回路があり、賽銭を入れて祈願できたのですが、その迂回路、人が立って見渡

せば見つけられるものの、初詣客で賑わう中、車いすの目線からでは到底見えません。 

【MIZUTANI の Ｍｅｓｅｎ】 せめて「車いすの方はこちらからどうぞ」のような案内があれば良いのに…。このようなケースは

普段の外出でもよくあること。エレベーターや障害者用トイレなどの場所が分からず、探し回った末に見つかることもしばし

ば。「案内所などで聞けばすぐ分かる」と言われればそれまでだが、利用する人の目線に立った細やかな配慮も必要なのでは

ないでしょうか。そんなことを感じた、久しぶりの初詣でした。あまり強く書くと神様に怒られるかな…。 

城南宮は、特に方除け・建築守護の神社として信仰を集めているとのこと。しまった！それなら「自立ホーム建設の早期実

現」もお願いしておけば良かった！でも神頼みではなく、私たちが頑張らなければと一同納得？？ 

新年おめでとうございます。今年も

出来る限り隔月発行を目指します。

乞うご期待! またご協力ください。 

昨年 1年は利用者さんや私たち事業

者にとっても大変な年でした。 

今年もまだまだ各地で矛盾に抗議す

る集会も数多く予定されています。 

私たちもすでに終わってしまったこ

とと捉えないで必要に応じて様々な

声を上げましょう。         (T.S) 

 

今年最初の通信｡予定どおり発行！

(̂ )̂//””””””パチパチ 

今回はＳさんとＭさんが作成・編集

の一部をお手伝い頂きました。二人

の息のあった様子は夫婦!?親友!?と

感じる程…ちょっぴり妬けました

(>_<)［本人達曰くＳ&Ｍではなく、

仕事仲間と云っていますが・・・］ 

そんな今回の通信は、内容はもちろ

んのこと、目で見て楽しめるものに

仕上がっていますヨネ。ネ！☆(T.F) 


