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『障 がい福祉』 の 学習会 を開きま した

菅野義矩 さんは、永年の地方 自
治 へ の貢献 によ って、 この春、
旭 日小綬 章 を叙勲 され ま した。
NPOは 学習会終 了後、 お祝 い
の花束 をお贈 り しま した。

NPOは 7月 4日 、横浜市青葉区内と都筑区内で永住型と通過型の障がい者福祉施設を設立・ 運
営 している社会福祉法人ともにわ会理事長の菅野義矩さん (当 NPO顧 間)と 、ともにわ会の女性専用
障がい者グル ープホ ーム「 あかね台あさひ」のホーム長で精神保健福祉士の山田悦子さん (当 NPO
理事)の お二人をお招 き して、
『 障がい福祉』についての学習会を開きま した。
初めに、佐川理事長から「毎月開催 している無料相談では、最近、相続問題とともに家族の障が
い福祉についての相談ケースが増えてきている。NPOと して学習 し理解を深め、これからの地域福
祉活動に生か していきたい」との開催趣旨について説明がありま した。
講師のお二人からは、
「 障がい (身 体、知的、精神)の 種別や程度によって具体的な対応は異なるが、
いずれの障がい者も人として尊い存在であるという思いを持 って寄 り添い、本人の意思を大事に し
ながら自立支援に努めている。障がい者お一人おひとりと気持ちが通 じ合い、彼ら彼女らが「広い
意味での成長」 してい <姿 を見るのはとても嬉 しい。障がい福祉に従事するのは大変と言われれば
大変かも知れないが、それが当た り前のことと思えば大変ではない。障がい福祉は明る <行 うこと
が大事、また地域社会の理解と協力を得ることも重要であり不可欠である」など、障がい福祉の現
場 に長年携わ つてきた立場から、取 り組みの現状や課題等について、喜びや苦労話を含めてお話 し
いただ きま した。
最後に、山崎事務局長が「 障がい福祉を現場で実践 しているお二人に生のお話を聞かせていただ
き大変勉強にな つた。今後もこうした学習会を開いていきたい」と挨拶 しま した。
なお、この学習会は やすらぎカフェ"の 一環として開いたもので、 12名 が参加 しま した。

9月 の 定例無料相談は中止 します
9月 12日 (日 )の 定

lp」

無料 相談 と

やす らぎカ フ ェ"は 、 コロす ウイル スの感 染拡大 によ

る緊急 事態宣言 が延長 され ま した ので、開催 を中止 します。

通常総会は書面総会 に変更 します
運営委員会 は延期 します
9月 12日 (日 )午 後 に予定 して いる 2021年 の 通 常総会 は、緊急事態宣言 の延長 によ り、
当初計画 (集 合対面形式 )を 変更 し、書 面 による 総会 とさせ て いただ きます。
賛助会 員 (2020年 度 の 賛助会 費 を納 入された賛助会 員)の 皆様 には 、
「 総会議案 書」と「 議
案 へ の 意 思表示書面」 をお送 り しますので 、 ご理 解 ご協 力 くだ さ るよ うお願 いいた します。
な お、総会終 了後 に予定 して いた

2021年 度 の 運 営委 員会 は延期 し、後 日改めて ご案 内

いた します 。

レセプシ∃ンは延期、チャリティコンサー トは中止
コロす禍の現状に鑑みて、11月 7日 に予定 していた 6周 年記念 レセプションは中止 し、
来年 5月 14日 (上 )に 満 7周 年記念 レセプシ∃ンを開催 します。日
寺間は午後 6時 〜8時 30
分、会場は「 三丁ロカフェ」 (横 浜市青葉区のたまプラーザ)の 予定です。
また、本年 12月 (日 時未定)に 予定 していた第 4回 チャリテ ィコンサ ー トは中止 し、来年

4月 以降の開催について役員会で検討することに しま した。
なお、来年 1月 9日 の新年交歓会は、 いまのところ開催する予定です (会 場未定

)。

■

横 浜市社会福祉 協議 会 の第

2回 福 祉 ボ ラ ンテ ィア 。市 民活動部会 が、7月 14日 、

横 浜市 中区 の 横 浜市健 康福 祉総合 セ ンタ ー で開催 され、 コロす禍 にお ける各団体 の取 り組
み と課題等 につ いて 意 見交換が行 われ ま した (佐 川 理事長 出席 )。
次回は

10月 13日 に開かれ る予定で す。

無料相談のお問合せ・ ご予約 は
NPO専 用電話 070‑3345‑5502

・ネットワーク
よりそいサポー ト

