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今号より、たんぽぽのクッキーを置い

たんぽぽのクッキーをバザーや店頭販売

だきたい！と始まった委託先探しは 4 年

まで増えました。営業にはメンバー、ス

います。約 30 件のお店を回り承諾して

 

 今回は、多度津町多度津町多度津町多度津町にあります、「Gar

クの音楽が流れ、ドイツ料理が味わえる

わり料理を香川県で食べることができま

気で優雅な気分になれます。年間のイベ

ッキー、手作り雑貨を販売しています！

住所：香川県仲多度郡多度津町東白方 3

TEL:0877-33-3884       

 

自主製品紹介 

 ・ぽぽ洗剤 大 300 円 小 100

 ・クッキー 大 200 円 小 100

 ・ラングドシャ 100 円 

 ・手作りストラップ 300 円より 

 ・手作り知育布絵本 2000 円より 

 ・手作りヘアーアクセサリー 150 円

 

    

    
 「野望」辞書で意味を調べると「大き

とりが持つ野望等たくさんの野望を持っ

せんが“やればできる！”と信じ持ち続

います。野望には、自分自身を奮い立た

がします。たんぽぽはそれぞれの野望を

ありがとうメッセージ 

・ヘアーコスメ MOMO さんよりたくさ

・6 月 18 日(火)、もえぎの会主催のふ

り、抽選会を行ったりと楽しい時間を

りありがとうございました！  

編集後記 

 
 

～委託先のご紹介～ 

きききき、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました～～～～    

泉川妙子 大路健 大橋勝 大矢照子 川上康

和美 丸尾幸雄 三井孝子 溝口三千子 杜塚

                     

て下さっている、委託先の紹介を連載していき

等のみで販売するのではなく、もっとたくさん

前 1 件の委託先からスタートしました！そして

タッフの数名でお店に行き、たんぽぽやクッキ

下さったお店の皆様、ありがとうございました

rtenhaus赤いはりねずみ」です。静かな店内

レストランです！ドイツの地ビールやソーセー

す。私も食べに行ったことがありますが、とて

ント事やリッチなランチに是非行ってみて下さ

       ホームページ:http://user.j-conn

52-4   営業時間：11：30～14：00、

      定休日：月曜日(月曜日休日の場合

円 

円 

           

円より 

な望みを抱くこと」です。たんぽぽにも、今後の

ています。野望は叶うかどうか分らなく漠然とし

けたいものです。私にも野望があり、時折思い出

せる、また元気にするような力を持っている気 

可能とできる、そんな場所でありたいと思います

さんの日用品等をいただきました！ありがとうご

ふれあいのつどいに参加してきました。夏に向け

を過ごすことができました。いつも楽しい時間を

(敬称省略) 

 

ソーセージのメニュー 

夫 菅美枝子 

康矩  

  

 

 

 

 

たいと思います。 

の方に知っていた 

て現在では、9 件 

ーの説明を行って 

！ 

内には、クラッシッ 

ジ、チーズ等こだ 

もおしゃれな雰囲 

い！たんぽぽのク 

nect.net/igel/ 

18：00～23：00 

は翌日) 

 

    

      

 

        

 

 

    

    

    

    

    

野望、また一人ひ

たものかもしれま

しては励みにして

。 

ございました。 

けて風鈴を作った

を企画してくださ

 
 

 

 

赤いはりねずみ外観 

          

               

                      

                             

                                  

            

    6 月 13 日、保護者制度の廃止等を盛

は、精神障害者に治療を受けさせる義務

条及び第 41条)を削除することでした。

者を発端とし、わが国特有の家族制度に

たことから、入院を不本意と感じる精神

した。今回の改正の経緯として、予てか

体が差別的であるとして廃止を望む声が

    ただ、今回の改正では、精神障害者本

り医療保護入院の際の保護者の同意要件

きるとしています。ここで言う家族等と

また、親族の場合の優先順位はなく、3

保護者制度の廃止ということを主軸に議

が拡大されたことから、関係各界からは

います。 

    その他の改正点として、医療保護入院

の設置(退院後生活環境相談員)や退院促

療審査会に退院請求できること、さらに

ること、等が盛り込まれました。また、

事柄として、患者の権利を擁護する「代

の見直し時に再掲の予定であるようです

    一方、米国等の先進諸国においては、

し、入院治療が必要な場合はその判断の

は精神障害者本人や家族、市民の立場か

害を阻止する働きがあります。因みに、

となっており、この数字は他の先進諸国

神科病院を廃止したとされるイタリアは

この数字の差が示すものはいったい何な

れ? 専門職の技量? 等々、言い訳はいろ

私達自身のイデオロギーではないでしょ

間の尊厳とは何かということへの思想や

見出すことは難しそうです。 

    最早、わが国の精神保健福祉の歴史の

害者福祉の明日は見えてこないように思

ょうか。 
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改正精神保

 

 

                   

        

 

                              

            NPO法人サヤ  理

り込んだ改正精神保健福祉法が成立しました。

や退院時に引き取る義務を負う「保護者」に関

。古くは 1900 年に制定された精神病者監護法

依拠しながら、主に家族が保護者(精神保健福

障害者本人との間で家族は長年その葛藤と軋轢

ら保護者制度については精神障害者家族会等の

根強かったことが挙げられます。 

人の同意がなくても入院の必要が認められる場

を外し、家族等のうち1人の同意があれば入院

は、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐

親等内の人の同意で入院させることができると

論されてきた改正ですが、結果的には入院に同

医療保護入院の要件緩和であるとして多くの批

者の退院後の生活環境に関する相談指導をする

進の体制整備を精神科病院に義務付けること、

精神医療審査会に精神保健福祉士を学識経験者

議論に挙がっていたものの今回の改正法に明文

弁者」の導入等があります。これらについては

。 

精神医療は通院医療を原則として地域社会でケ

正当性や客観性等を評価する仕組みが機能して

らも参入することができ、医療保健福祉による

わが国の人口1,000対病床数(2010 年度統計

と比較するとワーストNo.1 という結果です。

先進諸国の中では最も病床数が少なく 0.10 と

のでしょうか。精神医療の質? 地域の資源不足

ろいろと思いつきますが、最も注視しなければな

うか。人はどこでどのように生きるのが自然な

信条を持ち得なければ、法に何を書いたとして

脈絡から進むべき道筋を模索するという手法だ

えてならないのですが、そのように感じている
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保健福祉法の成立…そして 

 

 

              

事長 西谷清美 

今回の改正の柱

する規定(第22

にみる監護義務

祉法)となってき

に苦渋してきま

団体からそれ自

合の入院、つま

させることがで

人を指します。

いうことです。

意する人の範囲

判が寄せられて

精神保健福祉士

家族等も精神医

として位置づけ

化できなかった

、法施行 3 年後

ア、治療、支援

います。そこに

人々への権利侵

)を見ると 2.73

1980 年代に精

なっています。

? 家族の受け入

ならないことは、

のか、そして人

もそこに正義を

けでは、精神障

のは私だけでし
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６/３０(日) 日帰り旅行 in
  

今年もやってまいりました！毎年

今年は愛媛県のとべ動物園と道後

「広島県でお好み焼きを食べよう」「

等様々な声が聞かれました。そんな

が好きということでした。メンバー

りたいという希望を言っていた方も

皆さん、動物園・道後温泉・ショッ

が持ってきていたお笑いの DVD を

 日々「働くとは」「価値ある労働」

すが、その仕事を行うためにも今日

とてもリフレッシュな時間であると

はりをつけて、何事にも全力投球で

    ユーモア満載なたんぽぽで

     毎年来年は…と話が出る

     という案が出ているみた

      大変ですが、沖縄旅行

 

 

  

５/２８(火) 施設内研修～

東日本大震災から 2 年目を迎える

丸亀市消防本部危機管理課防災アド

たんぽぽ周辺で起こる可能性がある

最大震度は 6 強とのことです。この

教えていただきました。また、丸亀

高は 2.9 メートルであることが分り

巨大地震を目の当たりにしたこと

夫！」という思いがあると思います

先順位があるため、1 週間分の用意

準備をできることはしておこうと、

等の購入を行いました。刻一刻と近

ることは何なのかを考える時間とな

で

               皆
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★
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愛媛県 

恒例の日帰り旅行に行ってきました！！ 

温泉です。皆で行き先を決める際には、「島根

「いやいやもう一度大阪に行きたいんや！大阪

中、今回の行先の決め手になったのは…予算と

の中には、日帰り旅行が始まった当初から動物

いるため、今回の旅行は希望通りのコースとな

ピング・昼食を満喫し、更に帰りの車内では用

堪能したとか…。 

」ということを念頭に置き、たんぽぽの活動は

のような日頃の環境と違ったところに旅行に行

思います。たんぽぽは就労の場でありますが、

「働く！」「楽しむ！」 

ありたいと思います。 

のですが、来年は「沖縄県」 

いです。皆さん実費なので 

が実現できればと思います。 

～防災について～ 

今日、たんぽぽでは防災についての研修会を

バイザーの鳥生幹夫氏をお招きし、南海トラフ

被害予想について勉強をしました。地震の際に

6 強の震度は、旧耐震の木造住宅を倒壊する

港に津波が到達するまでには 2 時間以上の時

ました。 

がなく、災害の少ない香川県に住む私たちには

。ですが、今回の話やでテレビにおいても、避

が必要であると呼びかけられていました。たん

棚等の転倒防止のストッパーの設置や非常食や

づいている時のために、自分の命、家族の命を

りました。他人ごとではなく、自分のこととし

す！ 

さんの自宅は大丈夫ですか？ 

 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

自分の命、家族の命を守守守るるるのは、 

          自分の「「「防防防災災災力

県の出雲大社」や 

楽しかったでぇ。」 

と時間と皆さん動物 

物園散策と温泉に入 

なったようです。 

用意のよいメンバー 

取り組まれていま 

行くということは、 

、仕事も遊びもめり 

行いました。 

フ巨大地震によって、 

に丸亀市で発生する 

ほどの強さであると 

間を要し、最大津波 

は、まだまだ「大丈 

避難所に入るには優 

んぽぽにおいても、 

や懐中電灯、ラジオ 

を守るために今でき 

して、考えたいもの 

        

       

         

    

        

        

    

        

                     

 

 

        

  

         

    

 

 

力力力」」」です！ 

        ～～～販販販売売売班班班ののの活活活動動動～～～   

         販売班販売班販売班販売班では、野菜の仕入れ・仕分け

達、各店舗(POPO、駄菓子屋)の営業

ます。ですが、更に今よりも活動の幅

事は何なのかを皆で考え、右写真のよ

り、プランターで野菜を栽培する仕事

綺麗にポチ袋が作れるのか…ちゃんと

でしたが、右写真のように、ポチ袋も

ーマン・大葉の野菜が収穫できました

来年はもう少したくさんの野菜の栽培

を販売したいという声も出ています。

         一日の中で販売の用意等、午前中が

    望として製造班が作った「雑貨」やた

        委託先を開拓していくために、営業班

        ています。販売班としてできることは

    合い、自分たちの活動を自分たちで作

        私たち販売班の活動はまだまだ続きま

                     (動きがあ

         

          たんぽぽでは全国組織である全国

連絡会『きょうされん』の 2団体に

『あみ』は、全国各地で展開され

「点」を結ぶネットワークを作るこ

ことによって、精神障害者の地域で

ための活動をしています。そのため

ター発行、ネットワーク作り、調査

『きょうされん』は、1977年に

によって結成されました。現在は 1

やグループホーム、入所施設、相談

員間の交流、学習、要請運動などを

の豊かな地域生活を支える制度づく

      どちらも福祉の原点を大切にした

先日通常国会が終了しました。その

道路交通法、精神保健福祉法、成年

ある人々の人権に係わるさまざまな

どがあまり納得のいく内容ではあり

です。今後も『誰もが自分の人生の主

微力ながらこの 2団体と協働できた

願い致します。 

     
のつぶ

け・販売、委託先へクッキーの配 

、を日々の活動として行ってい 

を広げたい、自分たちにできる 

うにバザーへの参加やポチ袋作   

を行っています。 

野菜は育つのだろうか…と不安 

完成しミニトマト・オクラ・ピ 

。今年の収穫にて自信もつき、 

を行い、自分たちが作った野菜 

 

忙しい販売班ですが、今後の野 

んぽぽお勧めの「ぽぽ洗剤」の 

を復活させ再稼動したいと考え 

何なのかをミーティングで話し 

り上げていきたいと思います。 

す…乞うご期待！！ 

あり次第報告したいと思います。) 

 所長 

精神障害者地域生活支援協議会『あみ』と全国

に入会しています。 

ている日常生活の支援、就労の支援などの活動

と、そこから見出されてくる実践を国の施策に

の生活をより「居心地よく」「あたりまえ」の

に政策提言・要望活動、研修会開催、機関紙・

・研究、普及・啓発活動などをおこなっていま

に障害のある人びとの願いをもとに、16ヵ所の

916ヵ所の会員となり小規模作業所をはじめ通

支援センターなど大きくひろがっています。結

通して、小規模作業所問題の解決をはじめ、障害

り、地域づくりをめざして取り組んできていま

活動をおこなっており私たちはその趣旨に賛同

中では障害者差別解消法、障害者雇用促進法、生

被後見人の選挙権回復等のための公職選挙法な

重要法案が審議されました。しかし残念ながら

ません。法律や制度は私たちに大きく影響をあ

主役を演じることができるように』をモットーに

たらと思っております。皆様もご支援ご協力の程

やき 

 

 

手作

プランタ

 村井 誓子 

 

国共同作業所 

動の「点」と 

に反映させる

ものにする

・ニュースレ

ます。 

の共同作業所 

通所型事業所

結成以来、会

害のある人々

ます。 

同しています。 

生活保護法、

など、障害の

らそのほとん

あたえるもの

に活動をし、

程よろしくお

 

 

りのポチ袋 

ーで野菜作り 


