平成 23 年 10 月 31 日発行

きょうされん 秋田支部ニュース
ニュース
平成 23 年 8･9･10 月号

～ きょうされん東北
きょうされん東北ブロック
東北ブロック交流会
ブロック交流会 ～
8 月 27 日～28 日の二日間、宮城県の
の蔵王にて“第 6 回きょうされん東北ブロック
ブロック交流会”が参加者約 200
名のもと盛大に行われました。秋田支部
秋田支部からは利用者・保護者・職員合わせて 47 名の参加でした。
（サンワー
ク六郷、虹のいえ、さくら園、杉の木園
木園）
大会プログラム
大会プログラム

夢・究塾明日葉から参加した利用者
利用者の

＜1 日目＞
・だれでもわかる「障がい者制度改革」のおはなし
のおはなし
て利用者部会の立ち上げについて発表
発表し
きょうされん常任理事 後 藤 強 氏
・各県利用者代表アピールリレー
ました。
・震災復興支援活動の報告
けた
三月の震災により大変な被害を受けた
＜２日目＞
・観光コース（蔵王お釜見学）
宮城支部の皆様に感謝し、また、来年福
来年福
・特別報告「東日本大震災のおける障害者市民支援活動
障害者市民支援活動と今後の課題」
島でお会いすることを誓った大会でした
でした。
NPO 法人 ゆめ風基金理事
風基金理事 八 幡 隆 司 氏

高橋遼さんは、秋田県の利用者を代表
代表し

東北ブロック交流会に参加して

高橋遼（夢・究塾明日葉）

八月二七日～二八日に宮城県蔵王町

で行われた、きょうされん東北ブロック

交流会に参加しました。ゆと森倶楽部

で、各県利用者代表アピールリレーの時

に秋田県代表として、本人部会について

発表しました。たくさんの人達が注目を

していたのでちょっと緊張しました。

夕食交流会では、地元秋田の仲間と一

緒に楽しくビールを飲みました。各県の

施設紹介が終わった後に、東北の被災し

た方を元気づけようと思い、ヤートセを

踊りました。その時に、たくさんの仲間

発表しました。

と一緒に踊れてうれしかったです。また

来年も行きたいと思いました。

秋田県の利用者を代表して、

～ 第 2 回きょうされん
きょうされん東北
東北ブロック
ブロック会議
東北ブロック
会議 ～
9 月 10 日（土）
、秋田市にて 2 回目
回目の東北ブロック会議が開催されました。今回は
は、本部事務局の川久保さ
んにもおいで頂き、障害者施策の動向
動向・東日本大震災障害者支援についてお話をして
をして頂きました。その他、各
支部より組織・運動・財政の各活動の状況報告
状況報告や目標達成について、ブロック交流会の
の反省、全国大会の確認、
被災地支援の状況について話し合われました
われました。次回は、11 月 26 日（土）に岩手県で
で開催予定です。

～ 秋田県障害福祉団体連合会
秋田県障害福祉団体連合会発足
発足 ～
この度の東日本大震災における被災地３県の障害者支援対応を教訓に、秋田県においての災害時対応、県外
からの支援協力窓口の一本化を図るため、各障害団体が一つになり連携・強化を図ることや、種々署名運動の
協力等を目的として、去る１０月３日、障害６団体による連合会が設立されました。連合会会長に秋田県手を
つなぐ育成会会長の谷内和夫氏が選任。事務局は、きょうされん秋田（杉の木園）に置き、事務局長はきょう
されん全国理事の澤田修明氏が担うことになりました。
今後の計画として、災害時の支援対応の具体的内容検討の為の委員会を組織することを決定しております。
＜加盟団体＞
１．秋田県手をつなぐ育成会
２．秋田県知的障害者福祉協会
３．秋田県社会就労センター協議会
４．秋田県障害福祉協議会
５．秋田県重症心身障害児（者）を守る会
６．きょうされん秋田

連合会の各団体代表者

～ 第２回全国事務局長会議 ～
10 月 5 日（水）きょうされん本部にて全国事務局長会議が開催され、秋田支部からは桜田支部長が代理出席
しました。障害分野における最新の動向（総合福祉法・障害者基本法）
、要求運動（10.28 全国大フォーラム等
の成功に向けて）、東日本大震災被災地の支援・募金、第 35 次署名・募金活動、賛助会員拡大、冬季販売等、
中身の非常に濃い 7 時間の会議でした。

～ 第３４回全国大会
３４回全国大会 in 滋賀 ～
10 月 22 日～23 日の二日間、「わたしの一歩 みらいに一歩 ～人が大切にされる社会・地域づくりをはじ
めよう～」のスローガンのもと、2,500 名が集まり滋賀県で開催されました。秋田支部からも 13 名の職員・利
用者が参加しました。
オープニングは 100 名の利用者によるハンドベルと合唱でした。この日の為に何度も練習されてきた成果が
十分に発揮できたようで、演奏後はとても良い表情でした。その後、基調報告（藤井常務理事）
・記念講演（米
良美一氏）
・分科会（18 分科会）が行われました。分科会のひとつ「地域・ネットワーク分科会」では、事務
局長の進藤（杉の木園管理者）がゲストレポーターとして発表しました。

会場内の写真（ホール）

第２分科会の様子（地域・ネットワーク）

～ 10.28
10.28ＪＤＦ
ＪＤＦ大
ＪＤＦ大フォーラム ～
今回のフォーラムは、日本の障害分野の主要１３団体で
構成するＪＤＦが主催する過去最大の集会となりました。
総合福祉部会がまとめた「総合福祉法の骨格提言」内容が
しっかり反映される“障害者総合福祉法の実現”を求めて、
１０，０００人が東京日比谷野外音楽堂に集結。
秋田支部からは澤田全国理事、佐藤副支部長、
桂田さくら園管理者、進藤事務局長が参加、
「障
害のある人が、障害のない人と同様の生活が送れ
る社会、そして障害者事業所の運営・経営環境の向
上」は私たちの運動にかかっていることを確認して
来ました。障害者総合福祉法の完全実施に向けて十月
に設立された秋田県障害福祉団体連合会(６団体)として、秋田県議会に請願書を提出する予定となっております
当事者の「私たち抜きで私たちの事を決めないで」………この声が届くよう頑張りましょう

～ 署名
署名・
・募金運動 ～
10 月 29 日(土)・30 日(日)の 2 日間に渡り、今期第 1 回目の 35 次国会請願署名・募金街頭活動を行いました。
2 日間で 43 名の方にご協力頂き、署名数「770
770 筆」
、募金額「7
78,734
8,734 円」という結果となりました。ご協力頂い
た皆様ありがとうございました。
街頭活動の場となった「ぽぽろーど」では多くの方が
通行しており、年齢問わず学生の方やお子さんからも署名
・募金へのご協力を頂くことが出来ました。
秋田支部の第３５次の目標は、署名
署名９
署名９，０００筆
００筆・
募金４３０
募金４３０，
４３０，０００円
０００円です。目標達成の為、支部一丸
となって取り組んでいきましょう。
たくさんの方に応援
して頂きました！

～ 各運営委員長
各運営委員長より
より ～
〖組織・
組織・運動委員会〗
運動委員会〗
○会員施設 現在 ２５ヵ所（目標 ３０ヵ所）
⇒１１月加盟予定施設 ４ヵ所（杉の木園 ケアホームずっと、サンワーク六郷グループ
ホーム、秋田育明会 竹生寮 ケアホーム、柳田新生寮 グループホーム）
⇒計 ２９ヵ所
○10 月 31 日現在の賛助会員数 ２７６口

今年度目標 300 口まで あと ２４口

○10 月 29 日、30 日 ぽぽろーどにて第 35 次署名・募金活動実施
・29 日 署名数

３７０筆

募金 40,283 円

今年度目標

・30 日 署名数

４００筆

募金 28,517 円

署 名 ９，０００筆
０００筆

・他 玉の池ワークハウス様

募 金

9,934 円

４３万円
４３万円

次回 12 月実施予定！11 月中に各施設への署名用紙配布予定です。各施設協力の元、今年度目標を達成し
ましょう！
〖広報・
広報・研修委員会〗
研修委員会〗
利用者部会設立総会に向けて準備会を開催しています。広報・研修委員と委員所属事業所の利用者さん 4
名と共に準備中です。
〖財政事業委員会〗
財政事業委員会〗
“はたらく仲間カレンダー”の予約注文や名入れカレンダーの注文など、冬季販売事業の取り組みが行わ
れています。夏季物品販売同様、売り上げの目標が達成できるよう、皆様のご協力お願いします。私たちの
活動が、利用者の所得保障・社会への啓蒙活動と信じて取り組んでいきます。

☆11 月の予定
１５日（火）～１７日（木） きょうされん理事会／財政事業委員会＜横浜＞
２４日（木）～３０日（水） きょうされんカクノスキ展＜東京＞
２６日（土）

きょうされん東北ブロック会議＜岩手県水沢市＞

☆12 月の予定
１日（木） きょうされん財政事業委員会＜ＷＥＢ会議＞
１４日（水） 第２回支部長・事務局長会議

秋田支部に
秋田支部に仲間入りしませんか
仲間入りしませんか？
りしませんか？
現在の
現在の支部会員は
支部会員は２５施設
２５施設。
施設。

秋田支部の
秋田支部の目標は
目標は 300 会員!
会員!

今年度の
今年度の目標は
目標は３０会員施設
３０会員施設です
会員施設です。
です。

10 月 31 日現在の賛助会員数は２７６口です！（目

「いち早く障害関連の情報を習得したい」、

標値に対して、９２％） 残り２４口となりました。

「利用者へもっと工賃をあげたい」、「もっと

引き続き、更新のお願い／新規会員のお誘いをお願

私たちの活動を社会の方々へ知ってもらいた

い致します。

い」等の思い・悩みを持っている方は是非、
ご加入ください。全国の“きょうされん”の
仲間はそんな施設を歓迎します。そして解決
に向け一緒に行動します！！
入会に興味がある方は、秋田支部事務局ま
でお気軽にお問い合わせください。

〒010-0823 秋田市山内字上台 15 番地 2
TEL

018-827-2310／FAX 018-827-2311

E－mail

info@kyosaren-akita.lolipop.jp

