花火大会

夏祭り

︽病棟保育︾
▼１月
▼１月
▼３月
月

▼７月
▼

」

▼

カルタとり︵２階病棟︶
大相撲春場所観戦
︵介助者含み 名︶
お弁当パーティー
︵２階病棟︶
七夕祭り︵北病棟︶
ミニコンサート

運 動 会
﹁ゴールめざして
走れ〜！﹂

日
すいか割り

運動会

日

日

日

保育参観

卒園式

保育参観

保育参観

保育参観

日

日

▼１月

日

日

たこあげ大会
▼１月
もちつき大会
▼２月６日
▼３月
入園式

卒園式

日

ゆきあそび︵六甲山︶
▼４月４日
▼５月９日
両親教室︵耳の話︶
日

春の遠足︵服部緑地︶

▼５月
▼６月１日

日
港めぐり

両親教室︵歯の話︶

幼稚園・保育所交流会

両親教室︵福祉の話︶
▼６月２日
日

合宿
﹁ 夕食の準備 ﹂

▼６月
親子のつどい︵ゲーム大会︶

▼６月
▼７月１日

日

日曜参観︵３・５歳児︶

両親教室︵ＯＢの体験談︶

・

日

▼７月１日
▼７月
▼９月

月

月
日

日

生活発表会
クリスマス会

た︒つまり療育の基本は収容より

人達から必要とされる施設になら

も援助してはくれません︒多数の

もちつき大会
卒退園式・お別れ会
入園式
親子のつどい︵大阪城公園︶
夏祭り
アミティ舞洲︵プール︶
１日療育体験
秋の遠足
︵宝塚ファミリーランド︶
父親保育参観︵年少組対象︶
運動会︵田中小学校︶
生活発表会
クリスマス会

合同保育︵クッキー作り︶

秋の遠足︵みかん狩り︶

日曜参観︵４歳児︶

運動会︵八幡屋公園︶

合宿︵羽衣青少年センター︶
▼
▼

日

日

日

月１日

月

月

月

月６日
月 日
月８日
月 日

も在宅治療であるとしたのでし

ねばなりません︒

ん︒つまり母子入園による早期の適

育といえるかどうか分かりませ

われます︒しかしそれは充分な療

く子供達があるのではないかと思

から直接地域の医療センターに行

した︒最近は逆に一般の医療機関

ら長期のケアーをするのが常識で

介して後々まで当園と関係しなが

の園で受診し︑それから地域へ紹

ですので一つずつ手を付けて下さ

思いますが︑まず何からでも結構

話ですので︑簡単には行かないと

たいと思います︒なかなか難しい

際にやる実践具体策を考えて頂き

は︑園長︑分園長を中心にして実

か︑どうしなければならないか

す︒そのためにはどうすればよい

実施するには非常に難しい事で

ただけで︑言うのは簡単ですが︑

とめておりますものを配布してお
ついてお話しますと︑馬の視野は

社内意見を交すとどこか間違って
いるところがある︒成果が上がら

た場合に︑その不具合対策として

作業手順の手直し活動を﹁改善﹂

ない︒どうしようもない︒いつ倒

それに対して︑企業を取り巻く

度くらいあり︑真後ろ以外のほと

んどの範囲をみることができます︒

産するかわからない︒その時職員

と言います︒

また耳の感度もとても優れてい

なる新たな作業のあり方に変化せ

環境の大きな変化により今迄の作

ざるを得ません︒この変化への活

に問い掛けると決まったように︑
きちんと仕事をしている︒生産や

動を﹁革新﹂と言っております︒

てよく動くので二つの耳を後方に

社内の業績が上がらないのは︑他

革新活動は環境変化への対応です

業を否定して︑従来の常識とは異

の部署がなまけていることだ︒他

から︑まずどのようにしたらその

﹁自分の部署はよくやっている︒

ものの方向と距離を正確につかむ

の部署がしっかりしていないから

変化に対応可能かを考える必要が

向けると︑後ろから近づいてくる

馬の蹄はタンパク質の一種で熱

だ︒﹂と他の部署を責める言動が

あります︒そこで考えついた﹁あ

戸時代は午前

本ずつの犬歯があります︒

の計

ばお客が何を求めているかと言う

利用者が求めるもの︑言い換えれ

セプトとしての利用者側に立った

部門間相互作用が働かない︒コン

いわゆるクロスファンクション＝

あるのに社内全般に向上しない︑

か能率が上がらない︒部門能力は

す︒このコンセプト展開型では今ま

﹁コンセプト展開型﹂と言えま

なく近付けていく活動ですので︑

革新はこのコンセプトに限り

言っています︒

に表現した形を﹁コンセプト﹂と

ジを廻りの人々と共有化するため

りたい形あるいは目標﹂のイメー

時から午後１時の

手綱は前歯 雄
( は犬歯 と
) 奥歯の
間の歯が生えていない部分の隙間

ところに気づかずに専門性を先に

での常識︑技能では解決出来な

から１ｍ

から１ｍ

◇日本在来馬は八馬種保存されて
います︒体長が１ｍ
前後の中型馬と︑１ｍ
前後の小型馬に大別されます︒

中型馬は北海道和種の﹁道産
子﹂︑長野県木曽地方の﹁木曽

の﹁対州馬﹂は中型馬と小型馬の

たように︑これからの厳しい環境
り撥ね上げないで︑じっくりと仕

の中で互いに戒め馬のようにあま

っていない︒個々の優れた能力を

に仕事をする︒チームワークにな

クロスファンクションとは一緒

で経営は可能です︒しかし︑この

いる安定期には問題解決型の展開

企業を取り巻く環境が安定して

レビを観ておりましたら︑日産自

と念じ提供いたします︒年末にテ

を進めていく上で是非心掛けたい

少し固い話になりますが︑仕事

てお り ま す ︒ こ こ で 使 わ れ て い

て﹁革新﹂という言葉に変ってき

代に入り各企業で﹁改善﹂に変っ

上がってきました︒しかし︑

年

加の﹁改善活動﹂をベースに立ち

た︒一方︑戦後日本の企業は全員参

行くと共に︑より良い療育又福祉

ふれる特性 技( 術 を) 提供頂き共に
深刻化した社会情勢を乗り切って

皆さまの限りない智恵と個性あ

います︒

出し合っていくことが大切だと思

展開型﹂に切替え︑互いに智恵を

型の展開﹂ではなく﹁コンセプト

平成

日︶

月︵順不同・敬称略︶

１名︑計

︵７月１日︶

・

名︾

︵９月

︵

月

︵

日︶

月２日︶

名︾

名︾

大阪府立大学１名︑計５名︾

︽関西学研医療福祉学院４名︑

▼生活発表会

︽関西学研医療福祉学院３名︾

▼合同保育

国際仏教大学１名︑計５名︾

大阪府立大学１名︑四天王寺

︽関西学研医療福祉学院３名︑

▼合宿

日︶

専門学校１名︑大阪教育大学

仏教大学１名︑大阪保健福祉

名︑大阪千代田短期大学３名︑

︽神戸総合医療福祉専門学校４

▼ゲーム大会

ゆうなぎ園

他の紹介の皆様︑延べ

︽港区ボランティアビューロー

▼両親教室

他の紹介の皆様︑計

︽港区ボランティアビューロー

イ▼須川敏行▼寺西幸子

ゑ▼古谷義信▼南光仁子▼安本ア

祉協議会▼石堂智和子▼大川志ず

い運動推進連盟▼㈳浜北市社会福

員会▼学校図書館によい本いっぱ

組合▼川村義肢㈱▼南田辺民生委

ブ▼梅田地下センター商店街振興

菓業青年クラブ▼㈶日本出版クラ

通信社▼大阪漬物味噌協会▼大阪

▼旭コムテク㈱▼㈱上商▼㈱国際

連合会▼マクドナルド心斎橋南店

工業㈱▼熊本県経済農業協同組合

本魚肉ソーセージ協会▼大阪樹脂

合連合会▼キリンビール㈱▼㈳日

支店▼大阪府玩具人形問屋協同組

自由同和連盟▼住金中央金庫大阪

▼愛媛県農業協同組合連合▼日本

︿寄贈品﹀

年１月〜

園児に寄せられた温かい
ご支援を心から感謝いたします

本 園

︿寄附金﹀

▼正林明▼日進交通㈱▼西野俊一

▼広江惇朗▼南田辺民生委員会▼

東住吉区民生委員会▼田辺地区民

生委員会▼南田辺小学校ＰＴＡ▼

音楽療法に毎週月曜
︽桜井さん︾

田辺中学校ＰＴＡ

▼２階病棟
日午後

︵１月

▼訓練部
木工室ボランティアに月２回
︽大阪リハビリテーション専門
学校・亀岡さん︑吉中さん︾

あさしお園

▼もちつき大会

名︾

日︶

︽夕凪︑田中町会

︵７月

名︑大阪医療技術

名︑四天王寺国際

月

月

日

原田

志保

̶夏祭り̶

・

取り組み﹄

年

回全国肢体不自由児

★平成

第

療育研究大会︵和歌山県︶

﹃自分から遊びに対して要求の

でない児へのアプローチ﹄

年

月８・９日

吉村

匡人

̶病棟保育での取り組み̶

★平成

東海・北陸・近畿ブロック

肢体不自由児施設

医療・看護部会︵大阪府︶

﹃泣いて自分の思いを

日

土井

知栄子

表現する児への取り組み﹄

年１月

︿訓練部﹀

★平成

近肢連訓練・言語合同部会

﹃頭部外傷後︑重度重複障害を

年５月

〜

浩子・他

日

田

チームアプローチ﹄

持った３歳児に対する

★平成

日本作業療法学会︵石川県︶

﹃手の機能とことばの操作﹄

年７月

日

沖野

優子

改善を通して̶

̶１症例のスプーン操作

★平成

ＳＩＧ姿勢保持講習会

﹃フレームバー﹄

̶四肢麻痺児の頭部保持を

月

・

日

森田

傑

持続するアイデア̶

年

回全国肢体不自由児

★平成

第

療育研究大会︵和歌山県︶

﹃入園における幼児期

真由美・他

集団理学療法の試み﹄

脳性麻痺児に対する

平井

﹃整形外科的手術後の脳性

麻痺児の粗大運動機能変化﹄

誉真・他

̶ＧＭＦＭを用いた評価̶

河中

﹃学童期の痙直型両麻痺児に

対する理学療法の展開﹄

̶足部変形に対する

日常生活での自己管理

真司

への取り組み̶

吉田

﹃情緒行動のコントロールが

対する作業療法﹄

難しい後天性脳障害児に

年

月

日

吉田

里佳

̶活動と環境を考慮して

★平成

臨床実習指導者会議

̶臨床実習最前線̶

年

月

米津

月

亮

臨床実習紹介﹄

﹃小児理学療法領域での

★平成

大阪府作業療法学会

﹃成人脳性麻痺者の

作業療法経過﹄

̶自己の身体イメージに

年

日

重原

美穂

過程の援助̶

気づき自己管理につなぐ

★平成

近畿理学療法学術集会

に対する理学療法﹄

﹃先天性多発性関節拘縮症

年

月

夕紀子・他

日

田川

１症例について̶

̶手術を実施した

★平成

近畿作業療法学会

教育セミナー

﹃発達障害における

月

日

茂原

直子

アプローチのポイント﹄

年

日本感覚統合障害研究大会

★平成

直子

子どもの評価と理解﹄

﹃重度重複障害をもつ

茂原

﹃後天性脳障害による片麻痺

薫

をもつ子どもの評価と理解﹄

辻

︻学術論文︼

★作業療法ジャーナル

巻７号

﹃脳性麻痺の作業療法への

月

・

日

辻

薫

感覚統合理論の応用と限界﹄

︿通園部﹀

年

回全国肢体不自由児

★平成

第

療育研究大会︵和歌山県︶

﹃重度骨形成不全症児

中西

あけみ

４年間のあゆみ﹄

あさしお園

年２月３日

回近肢連療育研究大会

★平成

第

﹃年長児に対する

コミュニケーション

プロジェクト第２報﹄

̶意識伝達が難しい

号

裕美

Ｒ・Ｔ児を通して̶

子ども達への保育実践

小出

★大阪市社会福祉研究投稿第

﹃障害児の低年齢下︑

重度重複化に対応した

訓練科

通園施設の早期療育の工夫﹄

あさしお園

※大阪市社会福祉研究に投稿し

同心会より﹁研究努力賞﹂を

贈られた︒

★通園療育第

号投稿

﹃あさしお園における

松本

茂樹

和代・他

両親援助計画﹄

阪口

日

っと﹄

★ボバースジャーナル

﹃お風呂でね

ゆうなぎ園

月

︻学会発表︼

年

回盲ろう難聴児施設協議会

★平成

第

全国研究・研修大会︵東京︶

﹃難聴児の発見から訓練開始

年間の

までの経過について﹄

̶当園

宜礼

資料を分析して̶

広瀬

年度の自衛消防訓練及び

消防訓練の実施

本 園

平成

研修会の実施に当り東住吉消防署

のご協力を得て実施出来ました事

に感謝申し上げます︒

★新人職員研修会にて

日午後１時

分より

東住吉消防署予防係

４月３日 火( )
﹁防火の心得﹂

講師

★第１回

５月

夜間を想定した

︿訓練内容﹀

☆北病棟

名︶

避難誘導︑通報訓練

名・園児

訓練部男子︶

名︶

昼間の避難誘導訓練

︵参加職員

☆通園部

︵参加職員９名・園児

☆放水訓練

︵消火班

☆消火訓練

︵消火班

訓練部・看護部・事

計

名︶

分より

名・園児

名︶

昼間の避難誘導訓練

名・園児８名︶

東住吉消防署の係官立ち会いの

もとで訓練し︑終了後適切な助言

他に昨年度同様︑月１回の防火

と指導を受けた︒

訓練等を実施した︒

分より

あさしお園・ゆうなぎ園

★第１回

５月９日午前９時

︿訓練内容﹀

☆通報訓練︑避難訓練︑避難時の

名︶

分より

︵参加人数

注意事項の再確認と梯子消防車の

展示と実演

★第２回

月２日午前９時

︿訓練内容﹀

☆地震を想定した通報訓練︑避難

名︶

訓練︑消火訓練︑地震発生時の注

意事項の再確認︵参加人数

あさしお・ゆうなぎ園への出動

要請に応じて︑港消防署より係官

救命講習会を開催

あさしお園・ゆうなぎ園

このまえは、たのしかったね。
がっしょうも、がっきも
たくさんやったね。
あわてんぼうのサンタクロースや
音のカーニバルもやったね。
おもしろかったよ。しゃべったり、
あそんだり、うたったりも、
したよね。みんな、すごくおおき
なこえで うたえていたよ。
それと、さいごのきょくの、
みらいへも、うたったよね。
すごく、たのしかったし、すずや
トライアングルなどを、やってい
た人が、にぎやかだったよ。
また、あえたらいいね。
おてがみ、ほんとうに、
ありがとう。
またね。

注意事項の助言と指導を受けた︒

が到着後︑訓練を開始した︒尚︑

名︶

︵看護部・訓練部・事務部・

計

係官から火災・地震等の避難時の

者・小学校先生

通園部・診療部・外注業

☆消火訓練

︵参加職員

☆通園部

︵参加職員

昼間の避難誘導︑通報訓練

☆２階病棟

︿訓練内容﹀

月３日午後１時

★第２回

業者・小学校先生

務部・通園部・診療部・外注

‖

おげんきですか？
わたしたちは、
とっても げんきです。
このまえのおんがく しゅうかいは
とっても たのしかったです。
あのときのいっしょにおどった
﹃ドゥマイベスト﹄がたのしかっ
たです
また、いっしょに
おどったり うたったりしたいで
す。また、いっしょに、あそべた
らいいですね。
この前は、おてがみありがとう
とっても、うれしかったです。
また、てがみのこうかんをやりた
いです。交流会では、音のカーニ
バルや あわてんぼうのサンタク
ロースのがっしょうや がっそう
がとても、心にのこっています。
わたしは、おんがくしゅうかいの
ことは、けっして わすれません。
いつも げんきいっぱいでいてく
ださい。
それでは、
さようなら。
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大阪市港消防署より講師として

警備係救急隊員４名を派遣してい

ただき︑救命講習会を開催しまし

た︒ビデオによる救命についての

概略説明を受けたあと︑４班に分

かれて呼吸法や心臓マッサージの

今回の研修会は人権問題として︑

子どもへの暴力防止プログラム

ＣＡＰ︵キャップ︶と利用者から

見た施設・スタッフへの要望につ

いて︑ご講演をいただいた︒

ぼうしの会

﹁子どもへの暴力と
私たちにできること﹂

講師

しまいがちです︒実際︑障害児へ
の性暴力は ％以上が﹁顔見知り﹂
からの暴行であるといわれていま
す︵子ども全体で約 ％以上︶︒
そんな状況に危機感だけをかか
え︑心をふさいでばかりいられま
せん︒これからご紹介する﹁ＣＡ
Ｐ﹂︵キャップ︶は︑アメリカで
作られた子どもへの暴力防止のた
めの教育プログラムです︒すべて
の子どもたちに﹁権利意識﹂を育
てることで︑自信と勇気を与え︑
自分の身を守ることができるよう
に考えられたもので︑わたしはＣ
ＡＰスペシャリストの一員とし
て︑なんとかこのプログラムを日本
の障害児たちにも届けたいと願っ
て活動しています︒

♣ ＣＡＰの成り立ち
１９７８年︑アメリカのオハイ
オ州で︑小学２年生の子どもが通
学途中にレイプされるという事件
が起こりました︒ショックを受け
た大人たちは︑車で送迎したり︑
いろんな対策をたてました︒しか
し非常事態が長期化する中で︑子
どもたちが必要以上におびえた
り︑気持ちが不安定になってしまっ
たのです︒
そんなとき１人の教師が︑地域
のレイプ救援センターに相談し︑
どうしたら安全に生きられるかを
子どもたちに教える暴力防止プロ
グラムをスタッフたちが作り︑実
施したのがＣＡＰの始まりです︒
日本へは１９８５年にカルフォル
ニア州のＣＡＰトレーナー森田ゆ
りさんによって紹介され︑１９９
５年 月に︑初めてのＣＡＰスペ
シャリスト養成講座が︑大阪︑広
島︑東京でひらかれました︒

﹁ 医 療・福 祉 の 人 権 ﹂

̶利用者から見た施設・スタッフへの要望̶

ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ

氏

て練習します︒
ＣＡＰのワークショップには︑
﹁子どもワークショップ﹂と﹁大
人ワークショップ﹂とがあり︑こ
の両者は基本的に一対として行う
ことになっています︒﹁信頼でき
る﹂大人が子どもの周りにいなけ
れば︑﹁ＴＥＬＬ︵相談する︶﹂
ができないからです︒そして︑被
害を受けた子どもにとって︑どれ
だけ早いうちに自分の身近な人
に︑適切に受け止めてもらえるかが
心の傷の癒しの第一歩なのです︒
﹁子どもワークショップ﹂に
は︑﹁就学前向き﹂と﹁小学生向
き﹂があり︑日本ではまだですが
ティーンズ︵中高生︶﹂や﹁障害
児﹂のためのプログラムもアメリ
カでは実施されています

つぎは患者が知りたいと思う気持

ちとしっかり向き合うこと︒つま

り医療における患者と医療者のコ

ミュニケーションを確立すること

です︒

世紀の

﹃情報提供・情報開示︑そして

コミュニケーション﹄を

医療のキーワードとして︑患者と

医療者が協働作業する︵一つの目

的に向かって補完しあう︶なかで

新たな人間関係をつくり出すこと︒

﹃意味ある偶然﹄の出会いのなか

で︑新たな信頼関係を創造するこ

に︑１９９０年に活動をスタートし

患者になりましょう﹂を合言葉

ＯＭＬ︵以下ＣＯＭＬ︶は﹁賢い

ささえあい医療人権センターＣ

ながら基準がありません︒なぜな

とりの﹁安心と納得﹂には︑残念

あります︒ところが︑患者一人ひ

の︒そこには一定レベルの基準が

哲学︑そして情熱に基づいたも

す︒確かな技術とは︑知識︑経験︑

なことは︑確かな技術の提供で

を抜きに語れない人間関係が基本

こなわれる行為︒相性という問題

医療や看護は︑人と人との間でお

脚で息を合わせながらの協働作業︒

うプロセスをともに歩く︒二人三

共通のゴールに向かって治療とい

いを認め合い︑乗り越えあって︑

違いがあります︒しかし︑その違

講師

子

受ける側には︑深くて渡りきれな

好

現することが︑じつに困難な問題

い大きな河が流れ︑それぞれの行

本

とが医療に求められる時代です︒

であることを︑日々の電話相談を

く手をはばんでいます︒患者と医

とはいえ︑医療を提供する側と

とおして教えられます︒

市民グループとして歩んできまし

ら︑医療者が向かい合う目の前の

だけに︑コミュニケーションはつ

療者には︑宿命的な立場と役割の

た︒活動

患者・家族一人ひとりの胸の奥に︑

ねに困難が伴います︒

﹁安全﹂を担保するために必要

４月︑ＮＰＯ法人︵特定非営利活

それぞれ異なる安心と納得の基準

ーズレター﹃ＣＯＭＬ﹄を発行す

会員の方を対象に︑月刊のニュ

に︑一人ひとりの気持ちが寄り添

が潜んいるからです︒それだけ

にとっては日常の業務ですが︑そ

たとえば医療そのもの︒医療者

ではどうしようもない状況のなか︑

もそも患者は受けたくて求めてい

患者の望む﹁安全﹂と﹁安心と

仕方なく向かい合っている非日常

い︑個別性を尊重する医療者の姿

相談です︒ボランティアを含め︑

納得﹂を担保するためには︑﹃情

です︒両者が出合ったスタートラ

るなど︑さまざまな活動を展開し

１日３〜４人のスタッフ体制で︑

報提供・情報開示︑そしてコミュ

インで︑すでにそうした大きな認

るサービスではありません︒自分

月３００〜４００件の相談を受け

ニケーション﹄がなにより大切で

勢が大きく問われます︒

ています︒そのほか毎月開催する

識のズレが潜んでいます︒それで

す︒

ります︒

院探検隊﹂﹁ＳＰ活動﹂などがあ

ミニセミナー﹁患者塾﹂や︑﹁病

ています︒日常活動の中心は電話

年目を節目に２００２年

動法人︶を取得する予定です︒

辻

♣ 障害のある
子どもたちにＣＡＰを
ＣＡＰを日本に紹介した森田
ゆりさんは︑﹁障害のある子ど
もたちにこそ︑自分の体を大切
にする権利︑自分の気持ちを尊
重する権利︑いやなことにはい
やという権利があるんだという
ことを教えるＣＡＰプログラム
が必要である﹂と述べていま
す︒
アメリカでは︑障害児のため
のプログラムは︑その子どもた
ちの障害にあわせて数種類に分
かれているそうです︒そしてそ
れは特に︑現場の先生方との連
携が大切になります︒まず︑Ｃ
ＡＰの内容と理解を得て︑一人
ひとりの子どもたちについて十
分な説明を受け︑そしてその子
どもの理解の仕方や習得のスピ
ードなどにあわせて︑教え方を
変えるという柔軟性が大変重要
です︒内容は基本的には同じで
すが︑なるべく言葉による説明
を少なくして視覚や聴覚に訴え
る︑ゆっくり何度も同じメッセ
ージを繰り返す︑少人数で時間

♣ ＣＡＰの理念
わたしたち大人はこれまで︑子
どもを守るための﹁禁止教育︵〜
してはいけません︶﹂はしてきま

した︒でもそれだけでは﹁あなた
は弱いんだから︑危険を避けるよ
う気をつけなさい﹂というメッセ
ージとなり︑被害にあったとき
﹁あなたにも落ち度があったので
は﹂という責めをつくり︑当の子
どもの心の傷をさらに深くしてし
まうことになりがちです︒また︑
実際の日常生活で パーセント危
険を避けるのは無理ですし︑それ
でも子どもへの暴力は︑守るべき
大人が不在の場でおこるのです︒
ＣＡＰは︑子どもを﹁何もでき
ない弱い存在﹂とは考えません︒
目の前の子どもたちのもつそれぞ
れの理解力︑能力︑心のパワーを
信じて︑その力を出せるように励
まし支える活動なのです︒これは
﹁エンパワメント﹂という理念に
基づいています︒人はだれでもよ
りよく生きる力をもって生まれて
くるのであり︑生きていくために
絶対なくてはならないものを﹁権
利︵基本的人権︶﹂と言います︒
その権利の中でも︑子どものもつ
特別に大切な３つの権利がありま
す︒それは﹁安心する権利﹂﹁自
信をもつ権利﹂﹁自由に行動する
権利﹂のことです︒この権利をも
つ﹁自分﹂は︑かけがえのない存
在で︑﹁この大切な自分を慈しみ
たい﹂という心のありようこそが︑
﹁権利意識﹂なのです︒
ＣＡＰのワークショップでは︑
この﹁３つの権利﹂をわかりやす
く教え︑﹁大切な自分﹂から権利
を奪い︑恐れや屈辱を与える人に
対して︑怒ってもいいんだよと伝
えます︒そしてそんな目にあいそ
うになったら︑どうしたらよいか
を教えます︒自分の権利を守るそ
の方法として︑﹁ＮＯ︵イヤと言
っていいよ︶﹂﹁ＧＯ︵逃げられ
たら逃げよう︶﹂﹁ＴＥＬＬ︵だ
れかに相談しよう︶﹂のうちどれ
かをえらべるように具体的なロー
ルプレイ︵寸劇︶を用い話し合っ

子どもは現実社会において力を
もたされていません︒なかでも
﹁障害児﹂といわれる子どもは︑
もっと弱い存在であると考えられ
ています︒人間としての権利が︑
家庭︑学校︑社会全体の中でいと
も簡単に踏みにじられることは︑
日々の暮らしの中にたくさんあり
ます︒特に︑知的障害のある子ど
もは︑何もできないし言ってもわ
からないからと︑いろんな場面か
らはずされ︑また︑一方的に保護
管理されて育ってしまうことがよ
り多くなります︒そして﹁素直で
従順﹂で﹁がんばってみんなにつ
いていける﹂ことを︑求められが
ちです︒﹁人に受け入れられたい﹂
という気持ちはだれしももってい
ますが︑﹁いつも他人にあわせ依
存しなければならない﹂と思わさ
れて育つと︑やがて自分がどうし
たいのか︑なにがいやなのかがよ
くわからなくなり︑混乱してしま
います︒
また︑ごく限られた人間関係の
中で暮らしていると︑暴行や虐待
を受けても︑だれにも気づいても
らえず︑被害を受け続けてしまう
という﹁孤立状況﹂におちいって

もなお情報の非対称性という越え

の活動が︑障害児の権利を守るこ
とにしっかりつながっていけるよ
うに︑いろんな情報をいただき︑
多様なネットワークを作っていき
たいと願っています︒

まずは医療側から﹁わかってく

がたい困難を乗り越えながら︑ゴ

まず︑人権・権利意識という言
葉を︑むずかしく考えるのではな
く︑生活の中であたりまえに受け
入れましょう︒それは﹁自分を大
切に思う心のありよう﹂のことな
のです︒そして︑これからＣＡＰ

ださい﹂というメッセージを的確

ールに向かってともに歩むのです

西 川 日 奈 子 氏
小 池
一 彦 氏

♣ 障害児と暴力
日本各地の障害者施設や作業
所︑養護学校や公立小中学校での障
害のある人への暴力︵体罰・いじ
め・性虐待︶が報道されるたびに︑
被害者の受けた苦しみを思い︑ま
たそれがどんなに氷山の一角の報
道であるかを考えると︑憤りとも
どかしさで胸がふさがります︒暴
力は体だけでなく︑心をも深く傷
つけるものです︒そしてそれは必
ず︑力・権力をより多くもつ側か
ら︑弱い状況におかれている側に
対して行われます︒日本社会の圧
倒的な力関係のゆがみを考える
と︑障害児・者が被害にあう危険
性は︑健常者の何倍にもなるはず
です︒

はいませんでしたが︑はじめはど
の子もうつむきがちで落ち着かな
いようすでした︒︒それが次第に
明るい表情になり︑﹁いじめ﹂の
劇で権利が奪われる場面を見て︑
﹁いや﹂ということばが自分を守
るキーワードであることを知り︑
﹁ひとりでは言えないとき︑だれ
かに助けてもらおう︒だれか助け
てあげる友達の役をして﹂という
呼び掛けに︑次々と前に出て参加
してくれたのです︒人の痛みを感
じとり︑助けてあげたいと願う子
どもたちの力を感じました︒また︑
危険を感じたときの﹁特別な叫び
声﹂の場面では︑実に真剣におな
かから声を出す練習をしました︒
﹁あんなふうに意見を言ったり︑
授業に参加するのに驚きました﹂
と同伴の先生が言ってくださいま
した︒そんな子どもたちの前向き
な姿に︑わたしたちもどんなに励
まされたかしれません︒

知らせる情報提供︒そして︑患者

から︑深い河を行き交う架け橋が

も短く︑数日間に分けて行うなど︑
ＣＡＰ側の工夫と努力が必要です︒
そしてその後の復習も不可欠なの
で︑先生方へのトレーニングも大
切なのです︒
現在の日本の学校システムや実
状を考えると︑どうすればＣＡＰ
を届けられるだろうかと悩みます
が︑何よりもまず︑わたしたちが︑
障害児に﹁安心して﹂﹁自信をも
って﹂﹁自由に﹂生きる権利があ
るんだということを心から信じる
こと︑そこから始まるのだと思っ
ています︒
そんな中で︑昨秋大阪府内のあ
る市の教育委員会から︑﹁障害の
ある子ども︵中学生︶にＣＡＰワ
ークショップをしてほしい﹂と依
頼がありました︒公立中学校が３
校という小さな市で︑各養護学校
に在籍している生徒たちを中心に
当日は 名の参加で実施しました︒
会話ができない等の重度の障害児

ち﹂という重いものを持った両者

が行き交うのですから︑よほど頑

丈に架けないと壊れてしまいま

す︒医療者側からだけでなく︑患者

側から架ける努力も必要です︒つ

まり︑お互いに半歩ずつ歩み寄る

ことで︑これまでより一歩分近し

い︑新しい人間関係をつくってい

く︒それぞれが︑それぞれの責務

を担い合って歩み寄る︑まさに協

働する関係が求められているので

す︒

電話相談の数は︑１９９７年 第(
３次医療改革︶を基点に急激な右

肩上がりを示しています︒背景か

らは︑患者の権利意識とコスト意

識の急激な高まりを感じさせられ

ます︒

月に３００〜４００件届く電話

相談の︑じつに３分の１がドクタ

ーの説明不足に対する不満を含め

た︑いわゆる医療不信の相談で

す︒とくに最近︑医療事故・ミスの

マスコミ報道が増えたことで安全

神話が音を立てて崩れ︑患者は

﹁自分の身は自分で守らなけれ

ば﹂と身を固くし始めています︒

感謝の気持ちで見れば﹁ありがた

い﹂と思えるものも︑﹁あれ

っ？﹂﹁何か隠しているので

は？﹂と疑いの眼差しを向ける

と︑医療がファジーであるだけ

に︑なにもかも怪しげに見えてき

ます︒そうして不信感を深めた︑

医療者と対立するような患者の気

持ちが伝わってきます︒

年９月に患

つぎに続く３分の１は︑医療費

に関する問題です︒

者の医療負担が倍になり︑その後

につづく長い景気低迷で︑﹁支払

った分に見合うだけの安心と納得

が手に入らない﹂という不平・不

医事課職員の対応の不満など︑一

人ひとりがそれそれに違った感性

のなかで受け止めている患者側の

そこで︑まずは﹁説明と同意﹂︒

これは︑医療者を主語にした︑医

療者の責任であり義務と考えまし

こうした電話相談を受けている

者の責務は︑受けた説明を﹁理解

持つという主体性が必要です︒患

た︒同時に︑患者も半分の責務を

ＣＯＭＬのスタッフは︑医療者で

し選択﹂する努力です︒自発的な

複雑な思いが伝わってきます︒

はありません︒ですから︑判断す

患者の意思表示があってはじめ

ＣＯＭＬは︑これまでも︑そし

ることも指導することも︑教育す

てこれからもずっと︑一人ひとり

て︑同意︵合意︶にたどり着けるわ

できること︒それは聴き手の側の

の患者に﹁賢い患者なりましょ

ることも一切できません︒何もで

価値観︑先入観を相手に押しつけ

けです︒

ないで︑あるがままの相談者の話

う︒﹂と呼びかけていきます︒

きない代わりに︑たった一つだけ

に耳を傾けることです︒

賢い患者とは︑自分が病気とい

う﹁もちもの﹂を持ったことの

積もり積もった思いをすべて吐

き出して少し気持ちが楽になった

﹁自覚﹂︒つぎに自分がどういう

すること︒そして︑自分の気持ち

ところで︑一緒に問題点の整理を

決の主人公にならなければ︑ＣＯ

を言葉に置き換えて医療者に伝え

医療を受けたいのかを﹁意識化﹂

ＭＬがあなたに代わって病院との

て相談するために﹁言語化﹂の努

手伝い︑そして﹁あなたが問題解

交渉に行くわけではない﹂ことを

力も必要です︒さらに︑ともに信

頼関係を築くためには︑患者側も

お伝えします︒一人ひとりの患者

につけることが大切です︒一人で

がほんの少しの勇気と︑自分の思

体的に医療参加することの必要性

考えていると︑不安や孤独に陥り

﹁コミュニケーション能力﹂を身

を感じていただけるよう︑気持ち

がち︒決して一人で悩まないで

いを相手に伝える言葉を持って主

の後ろ側に回って背中を支えると

﹁相談﹂できる人を探しましょう

﹁信頼﹂は︑医療を語るなかで

いう自立の応援を目指していま

答えることも︑指導すること

よく登場するキーワードです︒し

と呼びかけています︒

も︑判断することも何もできない︒

かし︑病院がきれいな包装紙にリ

す︒

あるがままのお話を聴くわけです

分︒長い場合は︑１時間以上にな

から︑電話相談の平均時間は

にも似て︑互いに信頼したいと思

るものではありません︒恋愛関係

ボンをかけてプレゼントしてくれ

て︑一度できた﹁信頼﹂を継続す

い合なければ成就しません︒そし

るためには︑双方の最大の努力が

ることもまれではありません︒全

﹁廻り廻って︑たどり着いた﹂

国各地から届く相談のなかで︑

﹁ようやく話が聴いてもらえた﹂

求められます︒甘えているだけで

１９９０年１月に日本医師会生

をきちんと担う協働︑協力を積み

は成り立たず︑横並びの役割分担

という声も最近とくに目につきま

命倫理懇談会が︑インフォームド・

患者の望む医療とは︑①﹁知り

重ね︑積み重ねた結果にたどり着
けるのが信頼関係です︒

す︒

コンセントを﹁説明と同意﹂と訳

１名

ゆうなぎ園

たい﹂思いを尊重してくれ︑②理

して︑日本の医療現場に普及・推

進すると発表しました︒しかし当

６名

時から︑私はその訳語に患者の不

▼大阪市立西淀川養護学校

１名

▼太陽の子保育園

名

２名

名

名

２名

▼大阪ろうあ会館手話教室

▼新金岡センター保育園

１名

▼大阪市立南市岡小ＰＴＡ

▼泉北ぴょんぴょん教室

▼関西学研

医療福祉学院学生

１名

▼金塚幼稚園

名

名

▼京都教育大学

▼大阪府立堺養護学校

▼大分リハビリテーション

専門学校

▼大阪市立保健専門学校

▼国立仙台病院附属

リハビリテーション学院

▼寝屋川ぴょんぴょん教室

▼リハビリテーション

１名

▼能勢町立久佐々小学校

カレッジ島根

２名

▼南海福祉専門学校学生

医療技術専門学校

名

▼河

１名

▼岐阜県障害幼児研究会

８名

名

名

１名

２名

▼大阪府済生会吹田療育園

１名

▼堺市教育研究所

▼皇学館大学

▼茨木市教育研究所

名

２名

名

１名

１名

名

名

▼大阪医専︵２回生︶

年度民間社会福祉施設

解できる︑わかりやすい説明を努
力してくれる︑③プラーバシーを
配慮してくれている︑④医療者の
前で﹁嫌だ﹂﹁前言撤回﹂が遠慮
なく言え︑さらに会話・対話がで
きる︑⑥セカンド・オピニオンを
求めることは︑患者の当然の権利
と受け止め︑バックアップする医
療者︑システムが整備されている
医療機関です︒
患者たちも︑意識を変えはじめ
ています︒患者の自立を支援する
医療現場の環境整備として︑最後
に３つの提言をします︒
まずは院内のリソースセンタ
ー︑情報コーナーの設置です︒２つ
目は︑改善のヒントとして役立
つ︑患者のなまの声や苦情を受け
止める﹁よろず相談窓口﹂の設置

を望みます︒できれば白衣を着な
いで︑患者の自立の一歩を支える
﹁こころの杖﹂を目指す︑そんな
担当者であって欲しいと思いま
す︒
そして最後は︑チーム医療の再
構築です︒
患者と医療者それぞれが︑それ
ぞれの立場と役割の違いを認め合
い︑違いを乗り越えて︑ゴールに
向かって二人三脚で﹁ともに歩
む﹂医療の再構築︒対立関係ではな
く︑協働する人間関係がなにより必
要とされている時代です︒

平成

年１月〜

月

実習生︑研修生の受入状況

本 園

▼大阪産業大学附属

︿診療部﹀

歯科衛生士学院専門学校
５月７日〜５月 日 ３名
６月 日〜６月 日 ３名

年１月から

月までの法

施設整備状況

平成

人の施設整備は次のとおりです︒

本 園

▼給湯ボイラー １(号機 取
) 替▼ギ
プスカッター修理▼玄関スロープ

手摺取付▼北病棟アルミドア取替

▼給湯ボイラー ２(号機 修
) 理▼パ

ソコン 給(与用 入
) 替▼洗濯場脱水
機・乾燥機修理▼手術室風呂改修

新しい歯科診療台

月

月

日

日

３名

３名

▼行岡保健衛生学園歯科衛生科

日〜

９月３日〜

月

︿訓練部﹀

▼ニューキャッスル大学

日

日

日

１名

︵オーストラリア︶

５月７日〜６月

日〜７月

▼広島大学医学部保健学科

５月

６月４日〜７月

日

１名

１名

１名

２名

▼行岡リハビリテーション専門学校

６月４日〜７月

日〜８月３日

▼吉備国際大学保健科学部

６月

▼国立療養所近畿中央病院附属

日〜

月

日

１名

リハビリテーション学院

８月

日〜

日〜

月

日

月１日

１名

１名

医療技術短期大学部

▼大阪府立看護大学

８月

８月

日〜

月

日

２名

▼京都大学医療技術短期大学部

８月

日

日

月

日

日

日

日

２名

２名

１名

１名

１名

２名

６名

６名

▼大阪リハビリテーション専門学校

月

日〜１月

月５日〜

月

︿通園部﹀

日〜８月

日〜３月１日

▼南海福祉専門学校

２月

８月

日〜６月

▼大阪歯科大学

６月

７月２日〜７月

日〜８月８日

▼大阪芸術大学短期大学部

７月

日〜

▼大阪教育福祉専門学校

月

あさしお園

日〜１月

日

１名

︵児童福祉科︶

▼大阪医療技術学園専門学校

１月

あさしお園・ゆうなぎ園

︽あさしお園︾

▼保護者控室空調設備ドレン板及

びドレンパイプ修理▼１階廊下４

ヶ所に大型掲示板設置増設

︽ゆうなぎ園︾

▼防音室・第５訓練室・第２・３

月

日

日

日

日

ゆうなぎ園

４名

▼山口コ・メディカル学院

１名

４名

日

２月５日〜２月

日

２名

２名

１名

１名

１名

２名

４名

日〜３月２日

日

日〜７月７日

日

２名

２名

１名

日

日

日

２名

３名

１名

９月４日

３名

日

日〜９月８日

日〜

平成

月６日

年１月〜

月

養護学級担任者会

大阪府東部ブロック

▼大阪府立長吉高等学校

▼岐阜県立希望が丘学園

１名

▼大阪リハビリテーション

１名

名

名

１名

１名

３名

６名

４名

名

名

名

名

名

２名

藍野福祉会

▼大阪府立看護大学

藍野療育園

▼社会福祉法人

▼堺看護専門学校

専門学校

▼大阪市中央児童相談所

▼北九州保育福祉専門学校

ロータリークラブ

▼大阪阿倍野

▼大阪市立南田辺小学校

リハビリテーション学院

▼国立療養所東京病院附属

▼同志社女子大学

附属千里歯科診療所

▼サンスター歯科保健振興財団

３名

教育研究班養護教育部

▼大阪府東部ブロック小学校

本 園

施設見学のみなさん

９月

▼神戸医療福祉専門学校

８月

６月

６月４日〜６月 日
▼大阪医療福祉専門学校

▼仏教大学

２月

▼神戸総合医療福祉専門学校

医学小児発達部門︵小児科学︶

▼大阪大学医学系研究科生体統合

１月

４月

５月

６月

５月

５月

▼ 大阪リハビリテーション専門学校

９月

２名

９月

月

日

１名

２名▼大阪教育福祉専

日〜

月

大阪整

大阪整

南大阪

１名

２名

日

２名

１名

１名

１名

▼花園大学

日〜６月８日

６月４日〜７月

医療技術専門学校

５月

▼大阪千代田短期大学

▼河

日

日

▼広島大学医学部保健学科

６月４日〜７月

日〜６月

▼大阪歯科大学

６月

７月２日〜７月５日

▼国立療養所近畿中央病院附属

日

日・

日・

リハビリテーション学院

７月

７月

８月

▼阪奈中央

日〜

リハビリテーション専門学校

７月

日〜

▼清恵会第二医療専門学院

８月

９月５日

▼関西学研医療福祉学院

日

日

▼関西医療技術専門学校

日〜

日〜

門学校

月

日〜

▼大阪保健福祉専門学校

月

阪府立整肢学院戦は乱打戦とな

果︾

-

医療技術短期大学部

ソフトボール大会

回の大会が︑

大阪三施設親善

月１日㈯に第

大手前整肢学園の当番で︑府立

堺養護学校のグラウンドにて行

音室ドア防音用ゴムパッキン修理

り両チームホームラン飛び交う

第１試合の南大阪療育園対大

われた︒

▼第５訓練室壁クロス張替及び診

訓練室各ドアノブ取替修理及び防

察室・第５訓練室天井及び壁塗装

中︑

で南大阪療育園が打

ち勝った︒

対

整備▼ゆうなぎ園教材用大型プレ

阪療育園対大手前整肢学園戦は

ハブ１棟屋上に設置︵あさしお園

と共用︶

優勝をかけた第３試合︑南大

︽ あさしお園・ゆうなぎ園共通︾

︽結

位︾

大阪府立

︽順

優

南大阪療育園

勝

準優勝

大阪府立整肢学院

大手前整肢学園

第３位

６
-

選手の皆様ご苦労様でした︒

で完敗した︒

肢学園の打棒が爆発し︑６対

速球に苦しみ︑また︑大手前整

大手前整肢学園のピッチャーの

▼１階足洗い場温水シャワー及び

大型ガス湯沸器取替新設▼屋上組

立プール用水道栓︑屋上に２ヶ口

新設▼空調設備本体着火装置修理

▼保管書類整理用小型プレハブ２

棟︑１階北側敷地内に設置▼ゆう

大手前

南大阪

職員通用口と事務室・訓練室・職

室﹂として︑職員

室一部にパーテー

ション工事実施︑

同室に字幕装置一

式を設置

大手前

なぎ園に対して寄贈を受けた㈱ビ

ックマック社からのＮＨＫ文字放

送電光ニュース受信及び発光装置

をあさしお園診察室待合に設置▼

員室にインターホン設置▼非常通

名

より平成

大阪市民生局︵現・健康福祉局︶

中規模施設整備

１名

▼阿倍野手話サークル

▼大阪府立大学

▼諫早療育センター

▼大阪市中学校長会

養護教育委員会

▼三重県立養護学校

東紀州くろしお学園

▼四天王寺悲田院

３名

▼京都歯科サービスセンター ２名

▼八尾市立養護学校

９名

４名

名

３名

▼岸和田市立東光小学校

あさしお園

▼西宮市立西宮養護学校

▼大阪市立西淀川養護学校

▼大阪市立三先小学校

▼大阪市立北津守保育所

▼歯科診療台取替▼薬局分包機修

報装置整備補助事業として︑大阪

施設防犯防止整備補助事業として︑

理▼電話交換機取替▼吸収式冷温

府警本部通信室直

中規模施設整備費補助金の交付を

水機 ２(号機 修
) 理▼外来待合室ク
ロス張替︑天井塗装▼訓練室吊り

結の通報用ベル４

受けて︑浴場︑厨房︑手術室等の

年３月に

ドアー修理▼高架水槽︑受水槽塗

ヶ所及び︑本体送

ます︒

ボイラーの取替工事を

完了し︑園児達の環境保持が出来

装▼給食エアコン取替工事▼受変

受信器︵ 事務

５名

１名

ました事に謹んで感謝の意を表し

電設備機器改修工事▼手術室準備

室 ︶を整備▼情報

１名

２名

室改修工事▼蒸気ボイラー部品交

ホン設置▼講義室ブラインド取替

▼電子天秤買替▼吸収式冷温水機

１(号機 修
) 理 ▼ 厨 房 回転釜修理▼
園車 １(号車 バ
) ッテリー取替

幕装置一式の操作

バリアフリー事業

取替えた給湯ボイラー

コン修理▼保育室 ２
(室 エ
) アコン
修理▼コピー機入替▼テレビドア

換▼児童小便器センサー修理▼洗

▼大阪市立光陽養護学校

▼大阪市立鶴浜小学校

２名

６名

２名

関係の﹁ＶＴＲ字

▼大阪市立茨田第二保育所

▼大阪市立千島保育所

３名

▼大阪歯科大学学生

３名

２名

濯場蒸気バルブ取替▼大食堂エア

園内施設の給湯を賄っている給湯

▼大阪市立北津守小学校

２名

名

▼守口市立八雲東小学校

▼大阪市立南市岡小ＰＴＡ

▼大阪市立明治小いきいき

▼大阪市立鯰江小学校

１名

▼関西学研医療福祉学院学生 ８名

▼大阪市立桜宮幼稚園

▼大阪市立平野養護学校

１名

名

▼大阪市立聾学校

１名

▼南海福祉専門学校学生他

▼大阪市立南市岡小学校

（１０）

第１７号

ります︒各自記入しながら話をお
聞きください︒
︽第１問︾
年は午年で︑十千十二支

午の歳・時刻・方位について
◇平成

に強く︑人間の爪のように１ヶ月

ことができるそうです︒

日おき

多かった︒即ち部門権限や部門の

では壬午 み(ずのえうま と)読みま

間を指していました︒現在は正午
に

専門性は主張しているが︑なかな

す︒午は十二支の七番目に当たり江

を表しています︒方位は南を示し

に削り取ることが必要になるとの
ことです︒

ミリ程伸びるので︑

ます︒動物に例えると馬が充てら
れています︒

に轡 く
( つわ を
) 通す︒ここは馬の
体の中で最も敏感なところなの

出してきて︑自分達は専門性を持

い︑要するに智恵 ア( イ デ ア を
)

︽第２問︾

で︑手綱を伝わってくる合図を受け

って仕事に励んでいる︒業績が上

出し

馬の歯は前歯 切
(歯 が
) 上下６本

馬﹂︑宮崎県都井岬の﹁御岬

止めることができるのです︒以

がらないのは会社が悪い︒即ち会

合って解決していかなければなり

日本の在来種の馬について

馬﹂︑愛媛県今治の﹁野間馬﹂が

上︑馬について述べてみました︒

社の経営が悪いと責任転化をして

ません︒

ずつ︑奥歯 臼
(歯 が
) 上下 本ずつ
本︒雄馬にはほかに上下２

飼育されています︒長崎県の対馬

理事長のお話の中にもありまし

いる︒

中間の馬であります︒一昔前は軍
︽第３問︾

事に取り組み今年こそ良い年であ

馬として微用されていました︒
馬にまつわる人間の評価と︑漢字

には経営戦略を基にコンセプト展

の読みと意味を考えて下さい︒

ョンを向上させようとしない︒従

開型で対応せざるを得ません︒こ

環境に大きな変化が生じた変革期
来の縦割り型の仕事しかしない︒

のように環境の安定期と変革期で

チームワークでより自分のセクシ
話は変り︑私達の仕事を取り巻

これを脱皮してこそ革新的な企業

は企業活動はまったく異なりま

るように皆様と頑張りたいと思い

く環境はとても厳しいものがあり

になっていく︒﹄とカルロス・ゴ

ます︒

ますが︑少し視点を変えて努力し

動車社長のカルロス・ゴーンさん

る ﹁改善﹂という言葉は︑企業で

これからの私達も︑﹁問題解決

す︒

の対談の中で危機意識についてで

定められた作業手順どおりに作業

この結果立派に立ち直りまし

ーンさんは語っていました︒

ば ＝)荷物を運ぶ馬︑つまらない
馬︒

すが︑職員のモティべーションに

ことの話題を提供しましょう︒

ていくと︑大きな課題も解決する

◇馬を充てた言葉や馬にまつわる
評価にはいろいろな言い方があり
ます︒天馬 て(んば ︑)神馬 じ(んめ︑
しんば ＝)神社に奉納した馬︒籠馬
り(ょうば︑りゅうめ ＝)優れた馬︒
駿馬 し(ゅんめ︑しゅんば ＝)足の速い

◇馬を人の評価︑形容にも使われ

ついて次のような事を話しておら

馬︒伝馬 て(んま ＝)駅馬︒郡や宿駅
を備えて公用に供した馬︒駄馬 だ(

ています︒頓馬 と(んま ＝)のろま︑
うすばか︒馬食＝馬のように大食

へと寄与していく事を願ってやま

ない次第です︒本年もご協力をよ

月

ろしくお願い申し上げます︒

年１月〜

ボランティア活動報告
平成

毎年ながら︑本園︑あさしお園︑ゆうなぎ園で︑ボランティアの皆

くお願い致します︒

本 園

日︶

ビューロー紹介の皆様︾

人形劇︵２月

︽東住吉区ボランティアビュー

▼病棟

︽東住吉区ボランティア

ン・ 車椅子用股ベルトの縫製

▼病棟用シーツ・食事用エプロ

尚︑新しいボランティアのご参加をお待ちしておりますのでよろし

新しい方々に職員一同心から感謝し︑厚く御礼を申し上げます︒

様にはいろいろお世話になっております︒長年携わって頂いている方︑

し

を行っているのに︑不具合が発生

待﹀

れました︒﹃危機意識を原動力に

)
名︶

㈳日本魚肉ソーセージ協会▼

合連合会▼キリンビール㈱▼

▼大阪府玩具人形問屋協同組

︿寄贈品﹀

港区民生委員児童委員連盟

港区善意銀行▼久郷美賀男▼

▼港遊技業組合▼細井雅之▼

︿寄附金﹀

あさしお園

︵介助者含み

▼大相撲春場所観戦 ３(

︿招

する︒馬 齢 ば( れ い ＝) 自 分 の 年 齢
を謙遜して言うことば︒
馬の目・蹄 ひ(づめ ・)歯と手綱に

▼梅田地下センターより寄附▲
梅田地下センター商店街振興組合
は︑毎年末に大阪市を通じて福祉施設に
点とお

希望の品を寄附されており︑今年も市
内の数施設にカラーテレビ他

菓子を約 名分寄附されています︒
月５日 水( 当)園を会場として寄附の
収受式が行われ︑振興組合山本善彦理
事長より大阪市健康福祉局福祉本部児
童施策部
児童指導
課出海豊
課長に目
録が授与
され︑出
海課長よ

▼鶴ケ丘駅構内２ケ所のバギー置
場の整理︑整頓︑清掃を月１回
︽南田辺地区民生・児童委員協
議会婦人部の皆様︾

ロー紹介の劇団﹁メイプルシ

▼夏祭り

専門学校

︽阪奈中央リハビリテーション

専門学校

年１月〜

学会発表

平成

実技指導及び実技練習を行いまし

た︒救命についての重要性を再確

認し︑日頃の業務への意識が向上

しました︒講師を派遣していただ

いた港消防署に感謝いたします︒

患者が医療に望むこと︒それは

側からの求めに応じて開示する情

満︑不安や不信感︒つくづくと患

▼大阪市立明治小学校

平成

好子氏

になると火のついたように泣

周年を迎え︑

法人グループの３つのシ

園設立

︻概要︼

ちゃんが︑視覚教材を活用し

ステム̶外来・通園・入

き叫び︑不安を訴えていたＥ

訓練を積み重ねた結果︑落ち

園̶が︑利用者の療育を

̶ある入園児を通して̶

藤原

宮下

海瀬

美延

雅代︵ 看護部生活指導員︶

照美︵看護部︶

浩美︵ あさしお園保育士︶

一典︵あさしお園ＰＴ︶

幸保︵診療部長︶

＊パネラー

森

紀代︵通園科長︶

俊雄︵医療相談室長︶

平井真由美︵訓練部ＰＴ︶

茂原

水野

＊司会

とを再認識した︒働きやすい職場

作りのためにも︑社会人としての

心構えを忘れずに︑あいさつや気

年・

年５月１日付で︑勤続

年の表彰が行われた︒

平成

永年勤続表彰

携のあり方を模索した︒

までを追い︑職員間の連

退園︑あさしお園再措置

しお園児の入園決定から

送れるように︑あるあさ

養育者が快適な園生活を

利用する子どもたちと

カッションとした︒

署からの︑パネルディス

進められるように︑各部

各部署での討論が円滑に

システムの構築に向け︑

いくこと︒今後に役立つ

いく場として再確認して

着きがでてきて︑楽しそうに

た︒２年前に途中報告をした

深め︑より良く展開して

迎えのバスが園を出発する９

情緒障害を伴うＥちゃんにつ

やりとりができるようになっ

時から３時までの日々の実践

いての最終報告︒

られている援助の実際を報告

する︒

▽﹁重複障害を伴う

聴覚障害児Ｅちゃんの指導﹂

̶３年間の取り組み̶

︵ゆうなぎ園︶門田多恵子

︻概要︼

高度難聴でありながら︑難

聴の発見が遅れたＥちゃん︒

３歳児で入園した時は発声あ

そびでなかなか発声できず︑

のどから声を絞り出そうとし

ていたり︑通常とは違う集団

▽﹁よりよい療育をめざして﹂

を追いながら︑成人期に求め

園 内 研 修 会

年度の園内研修会が次の

日㈯︵本園・分園合同︶

回

とおり開催されました︒

第

▼８月

︽テーマ︾

▽﹁子どもへの暴力と

一彦氏

西川日奈子氏

私たちにできること﹂

講師

小池

︵講演内容は６頁〜７頁に掲載︶

▽﹁医療・福祉の人権﹂

̶利用者から見た

辻本

施設・スタッフへの要望̶

講師

︵講演内容は７頁〜８頁に掲載︶

日㈮︵本園・分園合同︶

回

月

第

▼

▽﹁なでしこの

理恵

俊也

業務紹介と取り組み﹂

進藤

︵なでしこ︶宮

︻概要︼

なでしこは︑重症心身障害

月から事業を開始した︒通

児 者( 通
) 所訓練事業として大
阪市の受託を受け１９９９年

園による療育により︑在宅重

症心身障害児 者( の
) 福祉の増
進に資することを目的にして

いる︒

具体的には︑運動機能の低

下や変形・拘縮防止に向けた

生活援助︒また成人期の人生

を豊かにエンジョイしていく

工夫︒ご家族を始め介護者へ

の援助と相談を行っている︒

日々５名の方が利用している︒

新入職員研修会開催

配りを自らすすんで行っていこう

万円を授与さ

遷してきたかを聞かせていただい

またその歴史の中でどのように変

どのような役割を担ってきたか︑

きた︒言葉には十分注意し︑人を

いかと︑自己を振り返ることがで

言葉が人を傷つけているのではな

重要だと感じた︒何げなく言った

▼人権について︑言葉の大切さが

・琴浦

雅彦︵診療部歯科︶

・皆川かほり︵あさしお園保育︶

・相磯

秀一︵看護部︶

清美︵通園部︶

昌代︵診療部薬局︶

十四 名 受 講

表彰状と副賞の

４月２日から３日まで開催し︑前

た︒今後の園の方針や肢体不自由

傷つけることのないように努めた

・堀

敏江︵看護部︶

と思う︒

名が受

児の現状に合わせて︑この園の歴

・柴垣

れた方は次の通りです︒

尚︑外部より大阪府商工労働

史を踏まえたうえで︑この地域あ

い︒

・明石

講しました︒

▼勤続

年

年

▼肢体不自由児の原因疾患や︑治

ったで済ませることのないように

表現があることを知り︑知らなか

言葉があったり︑相手を傷つける

使っている言葉の中にも差別的な

袈裟に聞こえるが︑普段何げなく

▼﹁人権﹂という言葉はとても大

いるような気がした︒

強さを知る︒まるで小説を読んで

卒園時には保護者同士の連帯感の

障害の受容のむずかしさを感じ︑

通園していくなかで色々な経験や

母親のショック︑複雑な思いから

わが子が脳性麻痺だと知った時の

す︒

・日浦真木子︵あさしお園訓練︶

・平井真由美︵訓練部︶

・黒澤

淳二︵訓練部︶

▼勤続

療に対する考え方︑児を取り巻く

正しい知識をもって︑いわれのな

この研修の成果をそれぞれの部

︽受 賞 者︾

部・大阪市東住吉消防署等より講師

るいは︑この園を利用しておられ

▼今回の研修で印象的だったの

年度の新入職員研修会は

の派遣をいただき︑人権・防火に

る方々の現状と要望にこたえてい

は︑あさしお園の卒園記念文集で

平成

ついて講義をいただき︑ご協力を

かなければと︑自覚を新たにし

年度の中途採用者を含め

得ました事に感謝申しあげます︒

た︒

環境は時代とともに変化し︑今後

い差別や偏見を無くしていく努力

署で発揮されることを願っていま

も療育園が担う役割は︑変化して

をしていこうと思う︒

て紹介致します︒

す︒ここに感想文の一部を抜粋し

いくことが予測される︒その時々

ちや痛みを感じられる感性を持ち

どもを愛する姿勢と︑相手の気持

▼社会人としての自覚を持ち︑子

で︑仕事を通して自分の目で見た

本当に理解できたとは言えないの

修を受けたといっても︑まだまだ

ればならないことだと思った︒研

▼この研修を受講して︑愛徳福祉

解が奥深く︑療育姿勢に感嘆し

あると感じた︒障害児に対する理

を中心に良い環境を考えた理念で

学びとろうという姿勢を大切に

い︒また︑業務の中からも何かを

これからの業務に生かしていきた

▼この研修を通して学んだことを

にしていけたらと思っている︒

り聞いたりしながら︑自分のもの

続けていきたい︒

の研修は最低限度知っておかなけ

▼仕事をしていくにあたり︑今回

のニーズを敏感にキャッチし︑適

切に対応できるよう︑知識・技術

を磨く努力を続けていく必要があ

ると感じた︒

▼組織の中の自分であることを認

識し︑責任のある行動を心掛けた

▼療育理念では︑聖母整肢園設立

会の組織の一員としての自覚と︑

た︒

時から在宅療育を実施し︑障害児

子どもたちの療育に直に関わって

いと思う︒

いくことへの責任を強く感じ︑気

的でなかった頃からあったことに

ノーマライゼーションなどが一般

宅療育﹂を重視することが︑まだ

▼園の療育理念の一つである﹁在

るように頑張っていきたい︒

味での南大阪療育園の職員になれ

ばと思う︒一日も早く︑本当の意

し︑様々なことを身につけていけれ

▼脳性麻痺の療育について︑我が

驚きと素晴らしさを感じた︒

を引き締めてこれからの職務に励

国における肢体不自由児施設の変

みたい︒

遷のお話があり︑その中でこの療

会はあさしお園・ゆうなぎ園の
メン
の慰安
度
バー
理
「
き料
山
今年
椿
焼
」
炭
で
で行わ
創作
、
れ
日
4
まし
2
た。
10月
家っぽい座敷で、職場の親
交を
た隠れ
い
着
深め
落ち
やかに景品争奮戦が行われ
ぎ
に
まし
ら、
た。
なが

︽病棟︾

日

日

▼１月５日
▼３月
▼６月
▼７月６日
日

柏木史子さんとその友人の

▼７月
ボランティア３名の来園
日

日︑８月２・６日

花火大会︵北病棟︶

日・８月

・

クッキング・チョコバナナ作り

日
お月見パーティー

︵２階病棟︶

日

︵北病棟︶

日

日
遠足︵長居植物園︶
▼
▼
▼
▼

▼１月 日
▼３月 日
▼４月３日
▼５月 日
▼７月 日
▼８月 日
▼９月２日
▼９月 日
▼
▼
▼
▼

た︒

確な指導︑入園による手術とその

い︒あれこれ迷っている時間はあ

これはあくまで目標を申し上げ

前後のきめ細かな訓練︑更には教

りません︒一年など考えている間

従って当時は子供達は︑先ずこ

育を受けながら入園︑家庭の事情

にすぐ過ぎてしまいます︒

熊本県経済農業協同組合連合
会▼日本自由同和連盟▼岩出
建設㈱▼㈱国際通信社▼赤尾
英子代表▼﹁読書のめぐみ運
動﹂推進本部▼㈱一歩

幼児・学童の

ロップ﹂５名︾
▼北病棟

遊び相手・話相手など

日︶

仏教大学８名︑大阪保健福祉

専門学校７名︑大阪千代田短

医療技術専

本 園

日

茂子

﹁安全であってほしい﹂﹁安心し

必要です︒

者のコスト意識の高まりを感じさ

せられています︒そのほか︑ナー

▼社会人としての在り方につい

あさしお園・ゆうなぎ園

園

▼７月
▼７月
長居障害者スポーツセンターで
日

ボーリングを楽しむ︵北病棟︶
▼７月
▼８月
▼８月
▼８月
▼９月

日

︵２階病棟︶

月
焼きいも大会︵北病棟︶
クリスマス会

月５日
日

生活発表会

月

・

月８日

▼９月
▼
▼
▼
▼

日
日
日
日
日
日
日
日

卒園式
入園説明会
入園式
春の遠足 こ(ども科学館︶
夏祭り
︵親の会︶
父親参観︵３ ・４ ・５ 歳︶
運動会︵南田辺小学校︶
秋の遠足
︵サバーファーム︶
５歳児 園外保育
︵東映太秦映画村︶
父親参観 ︵１・２歳︶
お楽しみ会

申し上げませんが︑本年度園の目

を助ける福祉的入園︑一生を通じ

り山本理
事長に大
阪市から
の感謝状
が贈呈さ
れまし

ゆうなぎ園

︵５月９日〜１月

日︶

︽大阪城南女子短期大学蔵川さん︾

︵９月３日〜

期大学６名︑河

門学校２名︑清恵会第二医療

専門学院１名︑大阪歯科大学

１名夏休みちょっと体験ボラ

︿診療部﹀

・

中村

日

報もあるでしょう︒そして︑提供・

橋を架ける工事は︑一方から始

育園が聖母整肢園として設立さ

れ︑

園

▼３月
▼４月
▼４月
▼５月
▼７月
▼７月
▼ 月
▼ 月
月８日

月 日
月９日

効であるデーターを示して減点を
免れていますが︑これもいつまで
続くか分かりません︒当園は肢体
不自由児施設ということで大目に
見てもらっているように感じます
が︑これもいつまで続くかは分か
りません︒このような状態の中
で︑当園が生き残るためにはどうす

してきたことにより︑肢体不自由

れば良いか具体的なお話を本日は

児施設の定員減︑重症心身障害児

標としてお話をしたいと思いま
療育とかリハビリから離れまし

す︒

設に変ったり︑中には廃園した所

て︑一般の医療機関という事で考

施設へと変ったり︑成人の療護施
さえあり︑つまり一般企業で起っ

えますと︑どのように病院を維
持︑発展させていくかと言えば二つ

ているリストラ︑倒産は他人事で
はありません︒

あるかと思います︒一つは支出を

な目標を皆様にお願いした私に責

もし失敗したとなれば︑このよう
ケアー等々︑通園施設︑療護施

任があります︒失敗をおそれずに

ての一貫した療育方針による長期
設︑一般医療機関︑教育機関では

したが︑今の構造改革というのは

当日︑当園には︑振興組合の役員の
た︒
皆様より入所部にデジカメ・プリンタ

︿寄附金﹀
▼港遊技業組合▼港区善意銀
行▼港区民生委員児童委員連

日︶

名︾

月

・

納得したい﹂と︑これまた︑じつ

開示した情報の中身を十分に吟

まるわけではありません︒﹁いの

会

慰

分

11月17日(土)と24日(土)の２回に分けて、天王寺区寺田町にある
「魚重・桜美琴」で実施し、両日合わせて約100名が出席しました。
今回は和食の懐石料理で、次から次へと運ばれてくる料理に舌づつみを打ちながら、
日頃はなかなか職員が一
同に会することが少ない
ので、部署間を越えての
親交を深めるよい機会と
なりました。これからも、
こういう機会を多く持て
るよう、頑張って行きた
いと思っています。

平成13年度は、本園と分園が
別々に実施しました。

安

員

20

職

本

▼
▼
▼

年１月４日︵金︶仕事始めの午前９時より大訓練室
近い将来行われる医療法の抜本

が︑もう一つは患者を多数集めるこ

減らすということはもちろんです

確実に医療費の削減が行われま

と︑即ち︑新患を増やすという事で

的改正を待つまでもなく︑今年は
す︒従来と違う点は︑今までの削減

人ごとではなく︑私達の身近にも

頑張っていただきたいと思います︒
性が医学的︑社会的に認められ

迫ってきていると自覚して努力し

出来得ない優秀な機能を持ってい

て︑親御さん︑行政機関︑他施設

ー・ミシンを︑通園部にはビッグマッ
ク・レインボウトンネルアーチ型・２
ウェイプールをご寄附いただき︑また

学童・中高生・

︽大阪城南女子短期大学道井さん︾

▼夏休み期間中

日〜８月

ＯＢの勉強・遊び相手として
︵７月

ンティア３名︑計

年

回中部日本整形外科

★平成

第

災害外科学会︵岐阜県︶

﹃神経症状を呈した

月

の６症例﹄
juxta facet cyst

年

︿看護部﹀

★平成

東海・北陸・近畿ブロック

味︑確認し合うやりとりをした後

▲ 受 講 生

▲

平成
にて職員一同を集め︑梶浦理事長︑三田分園長︵あさしお・

を毎年大切に思っております︒

︵要旨は次の通りです︶

ゆうなぎ園︶より︑新年にあたっての訓話が行われた︒

梶浦一郎

す︒それに伴って必要な入院患者さ

の職員等から選ばれる施設である

て戴きたく︑本年もどうぞよろし

新年早々佳い話が出来ませんで

ならば︑自然と多くの子供達が集ま

くお願い致します︒

るのが当園です︒その特性と必要

って来るでしょう︒社会から必要
で無い施設になれば︑一民間施設

盟

︿寄贈品﹀
▼病棟シーツ交換を

医

︽大阪城南女子短期大学１名︑

美原看護専門学校 名︑河

療技術専門学校５名︑大阪教

日︶

にシンプルです︒しかし︑当然と

100

もいえる患者の基本的ニーズを実

10

70

は︑子どもがその人生のはじめに
身につけるべき﹁基本的信頼感﹂
を弱めてしまうことにもなります︒
だから障害児にかかわる仕事に携
わっ て い る 人 々 に は ︑ 親 た ち の
﹁エンパワメント﹂を早急に取り
入れてもらいたいと思っています︒
自尊感情を取り戻し︑いろんな抑
圧から自分を少しでも解放するこ
とで︑困難の本質を見きわめ︑わ
が子とともに温もりのあるつなが
りを広げていく力を強めなければ
なりません︒そのための自助グル
ープとそれを支えるいろんな人脈︑
情報や場を提供できる行政システ
ムを︑それぞれの親子が選べるよ
うに多様なありかたで作っていく
のが支援の課題です︒
また﹁知的障害児・者を支援し
たいと願ってその人にせまると︑
必ずその人の人権に踏み込んでい
る﹂という認識に立って︑人権擁
護のためのチェック機関を設けて
いるという団体もあります︒そん
な﹁オンブズマン制度﹂ももっと
あちこちで広がればいいと思いま
す︒
知的障害児・者の表面の行動や
言葉通りではない奥の思いや意志
をくみとり︑本人と周囲に橋渡し
するための﹁想像力﹂が支援には
必ず必要であり︑それはわたした
ち自身の﹁権利意識﹂が土台にな
ってこその関係性から育ちます︒
なぜならわたしたちの多くは︑自
分の権利について考えたことがな
かったり︑日常の力関係に慣れて
自分の意志や感情のありようを
﹁なでそうなのか﹂と自分に問う
ことのない育ちを身につけてきた
ので︑自分以外の︑しかも言葉で
のコミュニケーションのとりにく
い人の権利を大切に認めることは︑
実際にはむずかしいからです︒わ
たしたちはこのことをＣＡＰの活
動の中でいっしょに考えていける
人が増えてほしいと考えています︒
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別

講
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▲パネラーの皆さん
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23 21 27

20

葦（あし）

平成１４年３月２２日

平成１４年３月２２日

10

★日本作業療法士協会 生涯教育講座
10月29日〜11月２日
『脳性麻痺児の作業療法』
講師：茂原 直子、辻
薫
農端 弥生、松本 茂樹
松本あかね、黒澤 淳二
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ＣＡＰ（キャップ）とは、Child Assault Prevention（子どもへの虐待防止）の
略で、子どもがさまざまな暴力やいじめから自分を守るためのプログラムです。
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第１７号
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平成１４年３月２２日
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講演中の西川氏・小池氏
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第１７号

葦（あし）

平成１４年３月２２日
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特

♣ 大人たちのエンパワメント
わたしたちは︑学生時代にキャ
ンプボランティア︑子育てではと
もに育つ子どもの親として︑また
仕事でもいろんな場で障害のある
人たちに出会ってきました︒長い
つきあいの中では︑今まで気づか
なかった多くのことを知らされ︑
多様な友人たちから学び支えられ
てきました︒
そしてわたしは︑障害児の親た
ち︑特に母親たちの心の傷を︑個
人の問題として考えてはいけない
と思っています︒この学歴偏重の
日本社会で︑わが子が障害児であ
ることの孤立感や不安に押しつぶ
されそうになりながら子育ての日
日を送る彼女たちに︑さらに以後︑
子どもの問題の責任を母親にかぶ
せることの多い社会の風潮はより
重くかぶさってきます︒まさに親
たち自身の﹁安心﹂﹁自身﹂﹁自
由﹂が奪われているのです︒それ

18

★脳性麻痺児療育多職種講習会
９月２日・８日・９日・15日・16日
講師：彦田 龍兵、海瀬 一典
茂原 直子、板谷 昭恵
西野 紀子、鶴田ゆかり
日浦真木子、黒澤 淳二
田 浩子

年頭所感

理事長

は一般医療費を上げて薬価と検査

過剰な医療をし薬や検査を出

んを増す︒これが一般病院での発

し︑漫然と長期間入院させていたの

料を大きく下げて辻褄を合せてい
ものを下げることになっていま

展の基本的な方策かと思います︒

す︒この一般医療費とは入院料︑

が今迄の悪名高い病院だったと思い

ましたが︑今回は一般医療費その

訓練料︑手術料等が下げられるの

新しく受診してくれる患者が増

子どもたちへは袋詰のお菓子を全員に
配っていただきました︒梅田地下セン
ター商店街振興組合の皆様のご好意に

▼大阪府玩具人形問屋協同組

毎週火曜日午前中
︽近隣の皆様︑東住吉区ボラン
ティアビューロー紹介の皆様︾

育福祉専門学校１名︑大阪大

学２名︑大阪府立看護大学医

療技術短期大学部５名︑神戸

市立神戸常盤短期大学２名︑

阪奈中央リハビリテーション

月

話相手・活動援助

専門学校１名︑計 名︾
▼なでしこ

日〜

生活指導部会︵大阪府︶

肢体不自由児施設

!!

11

10 14

13

10

12

15

15 25

23

17

12

15

41

11

18 11 15

さて︑目を外に転じますと︑昨
年９月にアメリカで同時多発テロ
という何とも恐ろしい出来事が起
きました︒また︑国内では狂牛
病︑企業倒産︑リストラ等で毎年毎
年この様な暗いニュースが起き︑

かは︑未だ具体的に発表されており

えなければ過去の遺産を喰いつぶ

ます︒
ませんので分かりませんが︑しか

していることになり︑やがてある

ですが︑何がどのように下がるの

し︑医療費に依存している当園に

々大過なく過ぎ大きな成果を上げ

感謝いたします︒

合連合会▼キリンビール㈱▼
㈳日本魚肉ソーセージ協会▼
熊本県経済農業協同組合連合
会▼日本自由同和同盟▼大阪
近鉄バファローズ中村紀洋▼
大阪近鉄バファローズ球団▼
匿名▼㈱ビックサンズ▼㈱国
際通信社▼﹁読書のめぐみ運
動﹂推進本部▼日本児童図書
出版協会▼㈱一歩▼㈱ビック
マック社

︵８月

︽大阪府立大学・大石さん︾

▼

こんな事をお話しますと︑益々世
の中が暗くなっていくようで︑私
達一生懸命療育に当っている子供
達に何か良い将来を残してあげた

あさしお・ゆうなぎ園

(

われた。外部の人たちとのふれ合いの場が少ない園児にとっては非常に

20

17

32

10

音楽交流会は、小学校と当園を合わせて65名程度参加し、訓練室で行

10

45

流会をもつことができた。12月１日㈯に実施された交流会をご紹介します。

40

10

40

30

21

Ｃ Ａ Ｐ

スや他の医療スタッフへの苦情

13

新年明けましておめでとうござい

時点から急速に衰退していきま

ることができ︑新年を迎えること

したので︑私は午歳にちなんだお

三田欣二

話をしようと色々調べてみまし

長

明けましておめでとうございま

た︒お手元に﹁今年は午年︑干支

園

ができました︒ひとえに職員の皆
様方のたゆまぬ子供達の療育・福
祉を考え︑保護者の願いを受け入
れ︑子供達の幸せを願い活動して
きたことが実を結んだものと考え
ます︒有難く感謝申し上げます︒
さて︑新年にふさわしい挨拶を

す︒昨年は職員の皆様方には大変

えと

に︑

12

‖

大阪市立南田辺小学校５年生約40名が今年度は３回来園し、楽しい交

12

!!

!!
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46

13

46

８

11

20

14

《 南田辺小学校と院内学級との音楽交流会 》

75

27

15

12

15

14

13

14

★日本理学療法士協会長期講習会
７月23日〜28日
『脳性麻痺児の評価と
理学療法の実際』
講師：西脇美佐子、彦田 龍兵
板谷 昭恵、西野 紀子
鶴田ゆかり、藪中 良彦

も深刻な影響が出ると思われま

せんが︑大きな病院でも買収され

す︒病院ではなかなか倒産が見えま
薬価や検査料を減じている時に

たりしております︒即ち患者さん

す︒
は︑それ程影響されなくてリハビ

の心をつかまえられず︑又医療技

なりません︒地域リハビリが叫ば

と思いましたが︑先程理事長より

お世話になり︑お陰様で南大阪療

園の目標等についてお話がありま

育園・あさしお園・ゆうなぎ園共

大事な時間であった。普段とは違う姿もみせてくれ、楽しいひとときを

過ごすことができた。その時の作文や写真を一部ご紹介いたします。

13

44

13

流

｜

した。

OT OT

★ボバース講習会
１月７日〜２月28日
講師：大下 舜治、西脇美佐子
彦田 龍兵、茂原 直子
辻
薫、板谷 昭恵
西野 紀子、海瀬 一典
日浦真木子

いと考える次第ですが︑なかなか
一朝一夕にはいきません︒でもそ
としのみや
んな中で年末にご皇室に
敬宮内親

リの点数が下がらずに助かってお

術が低下して患者さんが増えなか
った為だと思います︒療育園では

りましたが︑此の度はまともに影
響を受けるのではないでしょう
更にそれだけではなく︑これは

れ︑地域での通園施設︑教育機関が

どうなのか︑我々は考えなければ
一般病院で起っている事ですが︑

充実してきております︒あるいは

か︒

脳性麻痺とか脳卒中のような中枢

障害者の人権が重視され︑我々の
庭で生活したい︒あるいはさせた

﹃子どもと共に作る行事への

のアンヌ・マリー・スピッツさん以下メンバー全員が喜んでおられま

平成13年度
中央競馬馬主社会福祉財団
社会福祉施設整備費補助事業

▼夏休みちょっと体験ボランティ
ア夏場所 ︵８月６日〜８日︶
︽社会人２名︑高校生１名︾
▼運動会 ︵ 月 日︶
︽四天王寺国際仏教大学１名︑
社会人２名︑計３名︾
▼生活発表会 ︵ 月８日︶
︽四天王寺国際仏教大学１名︑
大阪保健福祉専門学校１名︑
社会人１名︑計３名︾
▼保育介助要員として
毎週木曜日・ 月まで︑及び夏
季期間中心に

今回の鈴鹿８耐レース参加にあたっても、同様の活動ができること
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25

訴えかけておられます。
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11

11

バイに乗る人々の中には優しい心を持った人が如何に多いかを世間に

10

13

13

13

13

13

ースを戦い、オートバイが本来は如何に楽しい乗り物か、またオート

29 11

当園で開催された講習会

ます︒
皆様方におかれましてはすがすが
しい新年をお迎えの事と心からお喜

王愛子様が御誕生あそばされまし
た事が︑唯一の明るいニュースで
誠におめでたい事でございまし
た︒
毎年大変だ大変だと過してきま
したが︑一般企業では大型企業の

神経障害で長く治療がかかり︑そ

施設に入所させるより︑むしろ家
が支払基金の審査で減点される対

いという気風が大きくなっている

)

と積極的に交流し、子ども達を励まし、或いは励まされて２輪耐久レ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
せとら﹂と題してクイズ形式でま

▼

び申し上げます︒
本日︑この様に皆様とご一堂に集
まる事が出来ますことは何よりも私
にとりましても有難いことだと存じ
ます︒これも昨年色々な問題があり
ながら︑皆様がそれぞれの職場に於

倒産やリストラ等が世間を騒がせ
ておりますが︑一方私達の身近な
医学界︑療育界では一見そのよう

れに対するリハビリ︵ ・ ・ ︶

象になっているようです︒治療が

のは確かです︒この事は私達がこ

を希望しておられ、当園を訪問して願いが叶ったことを、チーム代表

ＣＡＰプログラムは、従来の「〜してはいけません」式の危険防止策ではなく、
子どもたちに何ができるかを教えます。ロールプレイ（寸劇）やディスカッショ
ンを通して、子どもたちは、大切な子どもの３つの権利、自分を主張する方法
(自分の権利を守るために立ち上がる)、友達どうしで助け合う方法（友達の権利
を守るために立ち上がる)、信頼できる大人に相談する方法を学びます。子ども
は、無力な弱い存在ではなく、素晴らしい力と知恵をもっていると考え、その力
に働きかけ、「自分の大切さ」を教えます。

97

15

10

て頑張っていただいたお陰だと思い
ます︒本園︑分園の活躍は︑日常書
類等を通して見ているわけですが︑

な派手な変化が起きていないよう
に見えますが︑数年前からすでに
対象となる子供の数が減ったこ

長期間の為︑リハビリ等が目立つ

クラスでは６位に入る健闘でした。

日

同チームはヨーロッパにおいてもハンディキャップを持つ子ども達

10

11

10

27

の施設を始めた当時からの目標で

大きな励ましとなり、決勝レース出走70台中で総合16位、X-Formula

紹介により、筋ジストロフィーのフランスの子ども２人を同行し日本

ゆうなぎ園

のでしょう︒又慢性期に於ても有

ム「 T E A M 22 」が７月30日㈪の午後、㈱鈴鹿サーキットランドの

99

12

活躍をお祈り致します。

本の子ども達との交流を是非とも実現させたいという強い意向が寄せ

交

域

地

園

本

この「 TEAM 22 」は来年も鈴鹿８耐に参加される予定で、今後のご

でのレースを見せると共に、同じようにハンディキャップを持った日
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特に分園については直接皆さんにお
会いする機会もあまりありませんの
で︑この場

と︑地域リハビリ等の社会資源が充

られ、当園を訪問されました。
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喜びの声、一生懸命覚えたフランス語でのメッセージは、TEAM 22への

▲改装された浴室

▲広くなった脱衣室
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出場の為、はるばるフランスより来日されたフランス国家警察官チー
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手作りのフランス国旗に描かれた歓迎のメッセージ、子ども達の笑顔、

８月３・４日に開催される「2001 鈴鹿８時間耐久ロードレース」に
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１．春の休日：暦どおりとする
※５月１日㈬は園の創立記念日
２．夏の休日：８月11日㈰〜８月18日㈰
３．年末年始の休日：12月29日㈰〜１月５日㈰
※１月４日㈯は１月の一斉週休とする
４．その他の休日：暦どおりとする
１．春の休日：４月28日㈰〜５月５日㈰
※４月30日㈫は５月６日㈪ (振替休日)を
振替える
※５月１日㈬は園の創立記念日
※５月２日㈭は４・５月の一斉週休とする
２．夏の休日：８月11日㈰〜８月18日㈰

（２）
第１７号

葦（あし）
平成１４年３月２２日
平成１４年３月２２日

あさしお園・ゆうなぎ園
３．年末年始の休日：12月29日㈰〜１月５日㈰
※１月４日㈯は１月の一斉週休とする
４．その他の休日：下記のように振替え、他は
暦どおりとする
《振替出勤日》
《振替休日》
２月11日㈫建国記念の日 → ２月10日㈪
３月21日㈮春分の日
→ ３月17日㈪
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平成14年度の休日がきまりました
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

23

20

26

16

14 13

22 29

28 16

11 ２ 17

30

14

500

12 12 11 11 10 10

この度、大阪市健康福祉局等のご尽力により社団法人京都
馬主協会の助成金を受けることができました。11月３日京都
競馬場ウイナーズサークルで目録贈呈式が行われ、当園より
梶浦理事長が出席致しました。
浴室改修工事により、子ども達にとって、より安全、快適
に、そして介護者の作業も行い易くできる浴室が14年２月に
完成しました。園における子ども達の生活に有意義に活用さ
せていただきます。
ここにご協力を賜りました関係各位に対して謹んで感謝の
意を表します。
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▼ 夏 祭 り
▼ お誕生会（毎月実施）
「 １年の健康を祝って 」
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