いまじん く

ら

ぶ

ＮＰＯ法人 今人倶楽部
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～❤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

「障害者差別解消法」ってご存知ですか？
平成２５年６月２６日交付、平成２８年４月１日から施行されます、この法律について
お知らせいたします。
障害を理由とする差別の解消を推進することによって、
すべての国民が、障害があってもなくても分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重
しあいながら、誰もが安心して暮らせる豊かな共生社会の実現を目指して制定されました。
この法律では、主に三つの事を定めています。
① 国や地方公共団体、民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
② 差別を解消するための取り組みについて、政府が「基本方針」を作成すること。
③ それぞれの行政機関・それぞれの分野ごとに、障害を理由とする不当な差別的扱いに
なるような行為の具体例や、合理的配慮として考えられる好事例を示す「対応要領」
・「対応指針」を作成すること。
また、相談や問題解決に関しては、すでにある機関を活用するので、それらの機関が連携する
ための「障害者差別解消支援地域協議会」を設置することができます。
【

国・地方公共団体と民間事業者の違い

】

不当な差別的取扱い
国の行政機関・地方公共団体等

禁止

民間事業者

禁止

(個人事業、ＮＰＯ法人等も含む)

障害者への合理的配慮

義務

しなければならない
○○するよう

努力義務

努めなくてはならない

(文責：森實

博美)
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２０１４年度 最後の通信では、ＮＰＯ法人 今人倶楽部で、一年間してきた
祝日の余暇活動について紹介したいと思います。
① インクル―シブセンターいまじん（土居）では、祝日にいつものパンやカフェのお仕事
をお休みして、色々なところにお出かけしたり、見学にいきました。
4月
5月
7月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月

29 日（火）
5 日（月）
6 日（水）
21 日（月）
15 日（月）
23 日（火）
13 日（月）
3 日（月）
24 日（月）
23 日（火）
29 日（月）
7 日（水）
12 日（月）
11 日（水）
18 日（水）
20 日（金）
24 日（火）

外食 たろめ亭
カラオケ
新居浜イオン
新居浜科学博物館
カラオケ
外食 たろめ亭
動物園(台風のため中止)
カラオケ
新宮霧の森 外食温泉
クリスマスパーティ
忘年会 カフェで鍋パーティ
初詣 外食
新居浜イオン
外食 マクドナルド、運動
ＮＰＯ法人 ほっとねっと、口笛ベーカリー等 見学
社会福祉法人 きらりの森 カフェ、パティスリー等 見学
ＮＰＯ法人 家族支援フォーラム「キッチン夢屋」見学

２月には、パン工房を改装しました。
パンが焼けない間に松山の事業所をみんなで見学に
いきました。
事前に「一人一つは質問をしよう！」と、資料を配布し、
質問項目を考えてもらっていたので、
現地で積極的に質問することができました。

こんな質問を考えてくれました。
Ｑ、一番売れるパンはなんですか？
Ｑ、何種類つくってるんですか？
Ｑ、何時から何時までですか？
Ｑ、カフェでは何人が働いているん
ですか？

お店の雰囲気や、制服、メニューだけでなく、働く
見学先で、なかでは利用者の方が説
うえでの分かりやすい仕組みやチームワークといった
明や質問に答えてくれる事業所もあ
具体的な工夫も学ぶことが出来ました。
りました。外を知ることで、より自
また、いい刺激をうけて、これからどうしていきたいか
分たちの事を考えたり知るきっかけ
という仕事の目標にもつながってきたり、色々な感想を
になりました。
個々に聞くことができました。
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
毎年、年間の計画をたてて、一年間でいきたいところのアンケートをとっています。
行きたいと思った方達が、少人数にわかれて楽しい時間を過ごしています。この活動を通して、自
分が楽しいと思えることを探すことができればと思います。それに「行きたい」という気持ちを発
信できる練習にもなっています。これからも、しょうがいのあるご本人達の、「やってみたい」こ
とを探っていきたいと思います。
来年度も、色々な場所にいって、普段とは違う体験をして、祝日も充実させましょう！
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② 2014 年度は、コンサートも企画しましたので、ご報告します！
か な が わ け ん ほんあつぎ

ほんきょ

神奈川県本厚木を本拠とする

かいさい

のライブコンサートが開催されました。
ばしょ

に い は ま とくべつ し え ん がっこうたいいくかん

場所は、新居浜特別支援学校体育館。
き

かお

のこ

すてき

たいいくかん

木の香りが残る素敵な体育館。

シアワセべイビイ CD ジャケット

時は、２０１４年１０月２６日(日)
かいえんまえ

たいこ

にいはま

さいじょう

開 演 前 に、みんなでガムテープ太鼓を作りました。新居浜くすのきバンド、 西 条 さくらバンドが
しゅつえん

あとえぬえいちけー

かつどう

ほうそう

ゲスト 出 演 。さくらバンドは、この後 N H K でもその活 動 が、放 送 されました。
ほんばん

たいこ

おど

いよいよ本 番 。みんな、のりのりで太鼓をたたき、踊 りました。

さいこう

やっぱり、生（なま）コンサートは最高！！！！！！！！ドラムのビートがずんずんひびく！！！！！！！！
かれ

もくひょう

ひと

か くち

つう

し

あ

これからの彼らの目 標 の一つは、各地でのコンサートを通じて知り合った
な かま

ひと

あつ

ねん

とうきょう

仲間たち５００人を集め、２０２０年の東 京 オリンピック・パラリンピック
かいかいしき

にゅうじょうこうしん

開会式で 入 場 行進すること。
かいかいしき

さんか

さあ～みんなも開会式に参加しようぜベイビー！！

（報告者：髙塚）
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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。

今人倶楽部の会員募集中

お客様の要望に合わせてクッキー･焼き菓子の詰め

年会費

合わせもうけたまわります。

正会員

１万円

サポート会員 3000 円

０８９６－７４－２９９１

賛助会員 いくらからでも
●会費振込先 郵便局
加入者名 特定非営利活動法人 今人倶楽部

来年度からの通信について

口座番号 01660-9-37918

今人倶楽部では、新しい部署、新しい職員も増えま

●手数料無料の振込用紙も用意しています。

した。来年度からは、部署ごとに担当してもらい、通信

事務局までお問いあわせ下さい。

の記事を集めて編集していきたいと思っています。
ともカフェ・ねねみ・ともむぎ・ともるる・るこうそう
ごきげんさん からの報告やお知らせを載せます。

パソコン教室

新しい取り組みです。またお楽しみに―！！

毎週土曜 13 時～17 時まで
月額 8000 円 会員 5000 円 30 分 500 円
０９０－６２８１－６０８６

鈴木

ボランティア募集中
中

お手伝いいただける方は、まずは拠点に顔をだして
いただくか、連絡先にお電話ください。お待ちしています。
にじいろ・パンダ倶楽部より２・３カ月に一回の障がいのある方の余

事務局より 情報や写真をメール・

暇活動遊ぶ会に来てください。毎月募集内容は四国中央市ボラン

事務局宛に送ってください。

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。

ホームページ内・つうしんで紹介させ

連絡先 090－7626－5941 鈴木まで

ていただきます。

《 編集後記 》

発行 ＮＰＯ法人 今人倶楽部

今回は新しく施行される法律の内容と、一年

〒７９９－０７０２

間を振り返ってお出かけの活動のまとめをし

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

ました。日々のお仕事も大切ですが、楽しい
活動がその原動力の一助になったらいいな
ぁ。普段と違う利用者さんのお顔がみえる外
出は、職員にとっても嬉しいものです。また外
出についても報告をしていきます。
来年は、新しい取り組みもはじまりますの
で色々な面で法人全体が活性化していけたら
と考えています。お楽しみにー！
鈴木 順子

代表
編集

鈴木 太
鈴木 順子
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