
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼き芋販売について 

たんぽぽでは、毎週水曜日の 11：00

焼き芋の目的として単に利益だけを求め

何年も前からしている焼き芋販売ですが

あります。毎回楽しみにしてくれている

を深めるということについても考えなが

 

               

12 月

               LIFE を

              先日 12

これから流行りだすインフルエンザやノ

健康課の方より丁寧に説明していただき

調理クラブなど行っているため、メンバ

しくいただいてもらいたいと思います。

★★★★たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ掲示板掲示板掲示板掲示板★★★★    
・野菜の新規販売先として宇多津町役場
・12 月 3 日(火)四国学院大学にて人権
・2 月 8 日(土)～2 月 13 日(木)うたづ
・年末年始は 12 月 28 日(土)～1 月 5

はははは店舗店舗店舗店舗のみのみのみのみ開店開店開店開店します。 

 

★ありがとうメッセージ★ 
・四国学院生協学生委員会～ONE～様

した。 
 

 

 たんぽぽクッキー委託先第 4 回目は

丸亀市にあります珈琲倶楽部さ
こだわりのある自家焙煎珈琲を使
れています。 
味は深みがあり、飲み口はさっぱ
朝はモーニングを楽しんだり、午
空間になっていると思います。 
店内も落ち着いた雰囲気の良いお
ょうか？ 
私自身も何回かお店へ行ったこと
珈琲の好みを聞いて下さったりし
珈琲を飲むことができました。 
是非とも行ってみてください。 
 
営業時間 6：30～22：00(水曜日 18
オーダーストップ 21：30 
モーニング 6：30～14：00 
定休日 元日 
場所 香川県丸亀市今津町 259-10 
TEL 0877-24-5925 FAX 087
HPURL http://www.0024coffee.c
Email  info@0024coffee.com 

 

委託先委託先委託先委託先のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

0～14：00 までピーマン多度津店にて焼き芋販

ているのではなく、地域との繋がりを大切にし

、私たちとお客さんのやりとりの中で色々と学

お客さんもおり、常連さんも増えました。今後

らおいしい焼き芋を提供したいと思います。 

 

                    

           

に入り、冬の寒さも厳しくなりました。 

をご覧の皆さん、風邪などひいていませんか？ 

月 17 日(火)に感染症の施設内研修を行いまし

ロウイルスに対する感染予防についての講義を

ました。私たちは、新鮮野菜の販売、仕分け作

ー・スタッフ共に気をつけながら今後もたんぽ

 

場で 12：00～12：30 の間で販売を行ってい
週間フリーマーケットに参加してきました。 
ええもん市～ART と食～に参加する予定です

5 日(日)までお休みしますが、12121212 月月月月 28282828 日日日日((((土土土土))))

、くすの葉クラブ様、灸まん美術館様より寄付

 

・・・ 

んです。 
っており、一粒の豆に心を込めてマスター

りとしていてキレが良い珈琲です。 
後からはケーキを楽しんだりといつ行って

お店でゆったりとした時間が過ごせるので

がありますが、 
て自分好みの 

：30 閉店) 

77-24-5926 
.com 

 

 

 

販売をしています。 

ています。 

ぶこともたくさん 

も地域との繋がり 
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業、クッキー、

ぽの商品をおい

ます。 
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))))、、、、1111 月月月月 4444 日日日日((((土土土土))))

金をいただきま

ーが作ってく

ても楽しめる

はないでし
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社会福

 社会福祉の専門職は、人間をホリステ

してとらえようとする世界観、そして被

考え方に立って人々の生活と権利を保障

の例に漏れることなく、常にその職業的

職としてのあり方を自らに問うてきた歴

 一方、我が国の社会福祉の動向を概観

げる新自由主義的改革は、社会福祉の世界

和と福祉事業運営の民営化、多元化を推

てきました。いわゆる社会福祉の市場化

を強調している点であり、利用者を事業

その後、社会福祉基礎構造改革を経て

立支援法の施行と続き、社会福祉の市場

ズが市場の等価交換の論理の下で商品の

状況を作り出したということです。しか

いることに驚きを隠せません。 

2013 年度に入っては、障害者虐待防

祉法の改正と矢継ぎ早に法制度整備が行

実態に目を向けた結果というよりも、国連

有の課題があったことは既知のとおりで

ところで、我が国の精神保健福祉の実

の改革ビジョンで示された基本的な考え

ても極端に高い病床数と社会的入院の問

す。社会福祉の専門職である精神保健福

述べた専門職としての価値や視点を日々

の市場化の問題にどのように向き合うべ

ソーシャルワークの国際定義には、ソ

結束、人々のエンパワメントと解放の促

尊重等がソーシャルワークの中心である

神障害者のエンパワメンと解放に着手し

践のテーマに成り得ているのでしょうか

誰のための、何のための専門職なので

きていると思います。 
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福祉専門職として 

 
NPO法人

理事長 

ィックな視点で理解することの重要性や、地域社

援助者の主体性と自己決定の尊重等々、あくまで

するために日々実践を積み重ねています。精神保

倫理と固有の専門性への検証作業を行うことで

史があります。 

すると、1990 年代に本格化した市場原理をス

界に競争原理を導入することによるサービス供給

進し、社会福祉サービスへの公共支出の抑制(財

です。その特徴は、「公益」「公共」の概念に代え

者と対等な契約関係に基づく消費者と位置づけ

、2000 年の社会福祉法の制定、そして 2006

化の問題はより深刻になりました。具体的には、

ように貨幣表示されるという社会福祉援助にと

も、その問題性に対する十分な内省のないままに

防止法ならびに障害者差別解消法の成立、さらに

われました。その背景には、障害当事者の声を聴

連で既に採択されている障害者権利条約の批准と

す。 

情はどうでしょうか。2004 年に出された精神

方とは裏腹にいっこうに進まない地域移行、先進

題等々、早急に解決しなければならない課題が

祉士は、その役割を的確に果たせているのでしょ

の実践に反映させることができているのでしょ

きなのでしょうか。 

ーシャルワーカーの職務として、社会的な変革と

進が謳われています。そして、社会正義、人権擁

とされています。果たして精神保健福祉士は、社

ていると言えるのでしょうか。社会正義や人権擁

。云々。 

しょうか。私自身、精神保健福祉士として自問自

．．．．25252525 発行発行発行発行    
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西谷清美 

社会を共同体と

でも人間中心の

保健福祉士もそ

、社会福祉専門

スローガンに掲

給主体の規制緩

政削減)を図っ

て「自己責任」

たことです。 

6年の障害者自

、利用者のニー

とって危機的な

に現在に至って

には精神保健福

聴き、その生活

という我が国特

神保健医療福祉

進諸国と比較し

が山積していま

ょうか。冒頭に

うか。社会福祉

と開発、社会的

擁護、多様性の

社会的変革や精

擁護が日々の実

自答する時期に



 

 

 

 

 
 

  
がつ 

 
に

まるがめ子育てフェ

12 月 8 日(日)丸亀市保健福祉セ

タ」が開催されました。たんぽぽか

親子で楽しめる手作り小物雑貨とク

製造班メンバーは、目標を立てなが

は製造班から代表 2 名が参加してい

品売れるかな？」「大丈夫かな？」「

イベントが開催されると、大勢の親

商品の説明等、対応に追われながら

フェルト絵本については、あっとい

ただきました。朝には机の上に沢山

了間際には、ほとんどの商品がなく

った商品を、お客さんが買ってくれ

情だけでは言い表せない程、様々な

また来年に向けての励みになったと

  
がつ 
 

 

 先日徳島市内で行われた標題の

「今まさに問う、精神保健福祉士

門職として社会福祉について問う

ました。 

 基調講演では、医療的ケア以外の

応えられているのだろうかという

についてのお話がありました。保

ものであり、当事者の権利擁護の

も議論は先送りとなっています。

に、精神保健福祉士として法制度

められているというお話でした。

 座談会では、精神保健福祉士は

ず、現在まで権利擁護や社会変革

した。精神保健福祉士が集まり、組

が必要であるとのことでした。ま

ライエントの人数やベッド数、報

払っていて、ワーカーはそのお金で

げられました。 

 座談会の中で、ワーカーは、クラ

ワーカー自身も夢を持ち、10 年先

時間を大切にしたいとのことでし

 

第 29 回中四国精神保健福祉士大
精神保健福祉士

ち((((ＳＵＮＳＵＮＳＵＮＳＵＮ))))    

スタ参加 

ンター（ひまわりセンター）にて、「まるがめ子

らは、フェルト絵本、指人形、クリスマスオー

ッキーの販売をしました。このイベントに参加

らひとつひとつ丁寧に作品を作っていました。

ます。日頃より製造中心となっているため、販

接客できるかな？」等、少し緊張しているよう

子連れの方が次々来られ、 

も、丁寧に行っていました。 

う間に完売し予約注文をい 

あった商品も、イベント終 

なっていました。自分達が作 

ることは、嬉しいという感 

ことを感じたと思います。 

思います。 

主任 小西 靖

にち  にち(SAT(SAT(SAT(SAT・・・・ＳＵＳＵＳＵＳＵ

研修会に参加しました。初日は、柏木一恵氏に

の存在意義～価値の揺らぎと葛藤を超えて～」

」が行われ、２日目はそれぞれに分かれての分

の支援を行う人材としての精神保健福祉士がそ

問いから始まり、最近の精神保健福祉に関する

護者制度の改正は、入院手続きの簡便化と言わ

後退を表しているとのことです。また、代弁者

法制度は当事者に直接関わり影響を与えるもの

の動向には特に気を向け、現実を変革する志を

 

本人の自己決定を尊重すると言われているのに

になっていないのはなぜか、という点について

組織となって意見を挙げること、意見を一般化

た、社会人として、専門職として、病院に勤め

酬などを把握することや、対価としてクライエ

で働いていることを認識しなければならないと

イエントの夢に責任を持つ仕事であるとお話が

先 20 年先あなたはどうなりたいか、夢や野望

た。 

大会 徳島大会 

 

 

士 三宅 春菜 

 

育てフェス

ナメント等、

するために

イベントに

売前には「商

でしたが、

代 

 

 

ＮＮＮＮ))))    

よる基調講演

、座談会「専

科会が行われ

の役割期待に

諸制度の改正

ざるを得ない

制度について

であるため

持つことが求

もかかわら

話し合われま

することなど

ている人はク

ントはお金を

いうことも挙

ありました。

を話し合える

今年の忘年会は近隣の居酒屋「う

おこないました。夜ということで全

雰囲気のなかで笑いあり、なぜか涙

たようでした。数年前より知り合い

できているこの企画ですが、お互い

面が見え隠れしたり、事業所ではあ

話ができたりと親睦を深めることが

このような機会が持てたことに感謝

きっかけはカンパからですが毎年の

てきているので、自分たちだけでも

いう声がチラホラとあがっており、

きるよう考えていきたいと思います

 

  がつ  

  がつ 

 たんぽぽでクラブハウスが始まっ
をクラブハウスメンバーで立てるの
企画もありました。ですが、今回初
小旅行に行ってきました！10 月か
をかけ準備を行っています。朝 8 時
天気も良く、観光日和の中オリーブ
6名と少人数でしたが、オリーブ園
ハイテンションで楽しい一日となり
 たんぽぽのクラブハウハウスは、
ます。そのため、移動という移動は
のバスを待ちながら「まだ来んな～
ひとつです。事業所内で日頃できな
ブハウスの魅力のひとつです。その
の小旅行も、企画、準備をしたメン
等一人一人の意見によって実現され
のクラブハウスでは一人一人に役割
映されていることをモットーにして
参加者の中から会長、副会長、事務
し運営しており、今後の企画等につ
開催したクラブハウス忘年会ではク
定したりと、ますます自分たちの手
います。スタッフとしての視点とし
関係性の確立にもクラブハウスは機
ぽぽではメンバーの自尊心や自発性
いかと感じています。またそれだけ
さや、体験談を話たり勉強をしたり
って、人と人との繋がりを強くして
今後もメンバーでクラブハウスを作
ます。新しいクラブハウスの名前は
 

たんぽぽ忘年会 

まか房」にてメンバー、スタッフを合わせて

員が参加というわけにはいきませんが、いつも

もありと、そこそこのテーブルでは楽しく会話

の方のご厚志もあり実現 

に普段とは違った一 

まりしないような 

できています。 

しております。 

恒例行事になっ 

企画しようと 

いつか実現で 

。 

所長 村井 誓子 

 にち(MON) 

 

 にち(SAT) 

って 3 年が経ちます。毎年、年度初めに 1 年間
のですが、なかなかその通りに予定は進まず、行

めて実現した企画があります。クラブハウスに
らフェリー、電車、各観光地等分らないことが
過ぎの電車に乗り、小豆島に到着したのは 10
ブ園と二十四の瞳に行っています。参加メンバー

から二十四の瞳を繋ぐ渡し船に乗った際には
りました。 
、原則自分たちでできることは自分たちで行うよ
全て公共の交通機関を利用します。なかなか来
～」「昼食何食べる？」と他愛もない話をしたの

い体験や経験を一緒に過ごし時間を共有でき
時間や企画を考えるのもクラブハウスメンバ

ンバー、当日参加したメンバー 
れました。このようにたんぽぽ 
割があり、一人一人の意見が反 
ています。また、クラブハウス 
務局長、会計長、企画長を選出 
ついても話し合ったり 12 月に 
クラブハウスの名前が新しく決 
手でクラブハウスを確立させて 
して、メンバー、スタッフ間の 
機能していますが、何よりたん 
性の回復等がみられるのではな 
けでなく、みんなで過ごす楽し 
り様々な心境を共有する事によ 
ているように思います。 
作りあげていければと考えてい 
はワンズハートです。 

クラブハウス

精神保健福祉士

 

20 名ほどで

もとは違った

話が弾んでい

 

 

 

間の年間予定
行えていない
にて小豆島へ
があれば電話
時頃でした。

ーは、全員で
、みんな少し

よう努めてい
来ない小豆島
のも思い出の
るのも、クラ
ーです。今回

in 小豆島 

 

 奥原 茜 


