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愛媛県 四国中央市 土居町発！！ 

～❤ぴーなっつに想いをこめて❤～ 

                種をまこう 種をまこう 
      想いをこめて       

この地に芽がでますように 

人とのつながりと 

   あなたの心に花がさきますように 

 

  

                  

         

 

あつい あつい 夏 

あなたのそばでは、どんな花達が咲いてくれましたか。 

夜空を彩る花火のように 

厳しい日差しから守ってくれる朝顔のように 

あなたの夏に 素敵な色をそえたい 
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  今回の通信では、２０１１年 9月にある３つの 

イベントについてご紹介いたします。是非、ご参加ください。 
イベント① 共生フォーラム＆四国フォーラム ｉｎ 愛媛 

日 時：2011 年 9 月 10 日（土）、11 日（土） 

場 所：10 日 愛媛県紙産業技術研究所紙産業技術センター 

11 日 四国中央市福祉会館４階多目的ホール 

参加費：５，０００円。 

主 催：特定非営利活動法人 全国地域生活支援ネットワーク 

    全国地域生活支援ネットワーク四国ブロック実行委員会  

    特定非営利活動法人 今人倶楽部 

 

内 容：一日目 共生フォーラム（日本財団助成事業） 9：30～17：00 

① 開会の挨拶 

② 講演「障害者の虐待防止法と共生社会」 講師 野澤 和弘氏〔毎日新聞論説委員〕 

③ 講演「障害福祉をめぐる最近の動向」  講師 土生 栄二氏〔厚生労働省 障害福祉課長〕 

午後 13：00～ 

④ 歓迎挨拶 四国中央市長 井原 巧氏 

⑤ シンポジウム「これからの政治と障害福祉」シンポジスト 衆議院議員の方々3 名 

コーディネーター田中正博氏  

⑥ 寸劇「発達障害者の困りごと相談先」  出演 西条市キャラバン隊 劇団 まる 

⑦ 講演「相談支援の先行き」       講師 遅塚 昭彦氏〔厚生労働省 相談支援専門官〕 

★意見交換会 19：00～21：00 会場 ホテルグランフォーレ 

 

   二日目 四国フォーラム番外編        9：30～12：35 

① 講演「災害時の共生」          講師 戸枝 陽基氏〔社会福祉法人 むそう 理事長〕 

② 対談「共生への創造力と表現 アールブリュト（生の芸術）」 

                     対談者 北岡 賢剛氏〔滋賀県社会福祉事業団理事長〕 

③ 次回開催県挨拶、閉会の言葉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申込締め切り●  

２０１１年８月３１日（水） 

●申込方法● 

今人倶楽部まで 【担当・髙塚】 

℡  080-3025-9345 

 

★「全国地域生活支援ネットワーク」とは★                 ―ホームページより引用―― 

１９９９年（平成１１年）６月に、障害のある人たちの地域での暮らしを支える仲間たちの緩やかなネットワークとして誕生しました。それぞれの地域

で展開されている地域生活支援の取り組みを、できる限り多くの地域に広げることが目的でした。それから地域で活動する仲間たちのネットワークは、

新たな事業所の立ち上げや、事業所同士の交流を中心として徐々に広がりを見せてきました。「ユニバーサルな支援による、ともに生きる地域社会づくり」

をめざし取り組んでいます。地域生活支援をより一層推進するために、全国の当事者や事業者、行政、政治など、関係者の横のつながりを深め、国民的

な理解と共感を広げられるよう活動を展開していきたい。そして、「ひらかれた議論」と「パートナーシップ」を基本とした新しい運動体として社会の中

でその役割を担いたいとし、全ての人がともに生きる社会をつくることを使命として、「特定非営利活動法人 全国地域生活支援ネットワーク」を設立し

ています。 

その取り組みの一つで全国リレーフォーラムがあります。北海道から九州まで、各地でフォーラムを実現。その実行力になっているのが、四国地域で

は「四国フォーラム実行委員会」です。四国の福祉をリードする各団体有志から構成されています。毎年、持ち回りで４県をまわしてきました四国フォ

ーラムも 8 回目になりました。 

ぜひ、四国中央市でのフォーラムにご参加下さい。そして元気になって帰って下さいね。 
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 【四国フォーラムについて】 

※講師の方々については、変更になる可能性があります。 

※時間等の詳細や申込用紙は今人倶楽部のホームページにアップしていますので、インターネットから印刷

ください。印刷ができない方はお電話いただきましたら、FAX か郵送でお送りいたします。 

※参加費の入金は、申込ＦＡＸが到着後、申込確認書兼請求書を、フジトラベルより FAX させていただき

ますので、その指示に従って入金ください。 

 

 

イベント② 四国中央市初！福祉機器展２０１１  

日時：9 月 11 日（日）10：00～16：00 

場所：四国中央市市民会館 1 階 入場無料 

主催：障がいピアサポートセンター  

協力：四国中央市社会福祉課・パズル 

 

内容：障がいのある方達がより日常を楽しく暮らしやすくしていくための機器をたくさん集めました。

主催は、身体障がい当事者であるピアサポートセンターですが、身体障がいだけでなく、コミュ

ニケーションに困難がある知的障がいや、広汎性発達障がいの方にも役立つグッズが展示され、

専門の業者さんも多数参加してくださっています。13 時から作業療法士・理学療法士による自立

推進セミナーや、参加企業説明会も予定しています。ぜひ、おいでてください！ 

※詳しくは心のわホームページやブログにのっていますので見てみてください。 

 

① 意思伝達装置の展示…コミュニケーションツール・ｉPad・視覚障害者の日常生活用具等 

② 車いす関係の展示…電動車いす・ハンドサイクル等 

③ 日常生活用具の展示…ベット・ベットマット・簡易トイレ等 

④ 飲食・販売…各支援センター等の物品販売・飲食販売等 

 

  

イベント③ 秋の恒例余暇活動、第９回 カヌーにいこう 

日時：2011 年 9 月 24 日（土）9：00～17：00 小雨決行 

場所：富郷ダムてらの湖畔公園 

定員：10 名程度 ボランティアさん多数 

集合：現地集合か「なかまたち」集合（送迎必要な方） 

費用：今人倶楽部会員 一人１５００円、サポート会員 ２５００円、一般３０００円、 

ボランティア １０００円 

 連絡先：今人倶楽部 ℡ 0896-74-2991・ FAX 0896-74-6910 

  申込：申込用紙を FAX していただきます。用紙のない方は、FAX しますのでお電話にて番号を教えて

下さい。ホームページからも用紙を印刷することができますのでご覧下さい。 

締切：9 月 18 日（日） 

その他：当日使用するカヌー装備一式は、クロスポイント店長高橋氏のご好意により貸していただいてい

ます。 

行程：11：00～ カヌー開始 （送迎が必要な方は 9：30 なかまたち集合。送迎往復 500 円） 

   12：00～ お弁当・休憩（当日は各自、お弁当持参でお願いします。） 

13：00～ カヌー再開    

15：00～ カヌー終了・片付け 15：30 には出発（なかまたち着 16：30） 

 

★お問い合わせ先★ 

伊予三島商工会館 1階 障がいピアサポートセンター 

TEL/FAX 0896-24-0439（火・金 10～16時） 

ホームページ  http://kokoronowa.net 

メール     info@kokoronowa.net 

パン工房「ともむぎ」も販売

にいきますよー。 

買いにきてください。(^o^) 

毎年恒例のカヌーも 9 年目になりました。泳げない方も小さい子も参加可能です。初心者も 1 から

教えて下さいます。大自然を満喫しつつ、湖にこぎ出しましょう！ 

http://kokoronowa.net/
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パソコン教室 

毎週土曜 13時～17時まで 

月額 8000円 会員 5000円 30分 500円 

時間内フリータイムで好きな分だけ学習できま

す。ワード・エクセル以外にも、分からないとこ

ろを質問してください。 

 ０９０－６２８１－６０８６  

今人倶楽部の会員募集中 

年会費 正会員 １万円 

サポート会員 3000円 賛助会員いくらからでも 

●会費振込先 郵便局 

加入者名 特定非営利法人 今人倶楽部 

口座番号 01660-9-37918  

●手数料無料の振込用紙も用意しています。 

事務局までお問い合わせ下さい。 

もっと皆さんに知っていただき、多くの方に関

わってほしいと思っています。 

 

発行 ＮＰＯ法人 今人倶楽部 

〒７９９－０７０２ 

愛媛県四国中央市土居町小林1785-1 

 ＴＥＬ：0896-74-2991 

 ＦＡＸ：0896-74-6910 

HP：http://imagine-npo.com 

Mail：info@imagine-npo.com 

 

代表 鈴木 太 

編集 鈴木 太 

鈴木 順子 

 

パン工房「ともむぎ」 

いつもパンのお買い上げありがとうございます。 

お客様の要望に合わせてクッキー･焼き菓子の詰め

合わせ（１０００円～）させていただいています。 

イベントなどの際には 

是非お電話ください。 ０８９６－７４－２９９１  

バリアフリーマップ 情報募集 

今人倶楽部では四国中央市内におけるバリアフ

リーの状況を調査しホームページに紹介していこう

と思います。まずは公共施設からはじめようと思い

ます。 現場の状況や使用感・写真・感想などを送

っていただける方を募集しています。 送っていた

だいた情報は、ホームページ内で誰もが情報を共

有できるように公開させていただきます。 

お手伝いいただく方、参加希望者は、拠点に顔を出して 

いただくか、連絡先にお電話ください。お待ちしています。 

廃品回収より 水曜日の午前中、一緒に廃品集めて下さる方。 

ともむぎより パンづくり、パンの配達、販売のお手伝い。 

にじいろより 遊ぶ会にきてください。 

  毎月募集内容は四国中央市ボランティアセン

ターホームページ・今人倶楽部 HP にアップし

てます。 

連絡先 090－7626－5941鈴木まで 

 ＨＰより 情報や写真をメールで送ってください。 

ホームページ内・つうしんで紹介させていただきます。 

 

《 編集後記 》 

 インクルージブセンター「いまじん」

の新しい体制がはじまってはや 4 ヶ月。 

役員、スタッフ、利用者みんなが手探り

状態の中ではありますが、少しずつ流れ

ができてきました。この流れを大切に新

しい活動にも力を入れていきたいと思

います。涼しくなり食欲の秋にむかいま

すが、食べすぎには注意しましょう。 

私か？？ 

           鈴木 太 

             

遊ぶ会「にじいろ」より 

 何より「楽しむ」ことを目的として、障がい

のあるご本人や兄弟児さん、ご家族を対

象に月に一回日曜日に色々な余暇活動

をしています。今までは、芋ほり大会、公

民館をお借りしてお菓子作り、電車でおで

かけなど毎月季節に合わせた企画をして

います。内容はホームページを見てくださ

い。参加してみたい方はご連絡ください。

ボランティアさんもどしどしお待ちしていま

す。一緒に楽しみましょう。 

ボランティア募集中 

http://imagine-npo.com/
mailto:info@imagine-npo.com

