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「ビューポイント特集号」について
髙田浩志さんは、自己実現の場としての「働くこと」を続けていくために、自立生活を選
択しました。「地域で自立生活をして働き続けるということは、障害の有る無しにかかわら
ず誰もが求めることができるもの」－このことが、髙田さんが、自らの体験を通して、特に
ず誰もが求めることができるもの」
重度身体障害当事者の方に訴えたかったことです。
「ビューポイント」は、そんな髙田さんの
思いを綴った、事業団機関誌の連載記事ですが、今回、いくつかの号を、本特別号にピック
アップしましたので、趣旨を御説明したいと思います。なお「ビューポイント」の一覧は別
表のとおりです。
重度身体障害者が自立生活するには、社会資源をしっかりと活用し、福祉サービスを利用
していかなくてはなりませんが、同時にいろいろな課題も見えてきます。10 年前の課題はど
うだったのか、No.９からの「ビューポイント」であらためて確認したいと思い、№９～１３
№９～１３
を特集号に掲載しました。支援費制度から障害者自立支援法、障害者総合支援法へと法制度
は変遷しますが、重度身体障害者が自立生活できる社会環境は案外変わっていない、根本的
な課題は解消されていないのではないか、という髙田さんの思いが述べられています。なお、
この連載では、関西学院大学教授の大谷先生からご感想とご意見を頂きました。
ちなみに、初期の段階の No.１～No.８は、ご両親もお元気で同居されていて、移動手段も
お母さんの運転する車がほとんどだった時期です。
「ビューポイント」のテーマも、自宅内や
街中のバリアーフリー、意思伝達機としてのパソコン、自助具、福祉車両でした。そして次
の段階は、髙田さんを介護するご両親の負担が年々重くなってくる状況に入ります。その中
で２００８年には、自立生活のためのサポート会議を立ち上げ、自立生活実現に向けて踏み
出します。その後２年間の準備期間を経て、２０１０年９月から、自立生活を開始すること
になります。No.２０からは、自立生活の実現という髙田さんの目標に合わせて、テーマも重
度身体障害当事者の自立生活に焦点が当てられます。自身の体験談だけでなく、自立生活の
課題への言及がみられます。また、重度身体障害当事者だけでなく、親の立場や事業所、そ
して重度訪問介護ヘルパーの皆さんにも取材した連載となりました。現在もこのテーマで「
ビューポイント」は継続しています。
この流れを踏まえ、特集号では No.２３～２８
No.２３～２８を掲載していま
２３～２８
す。髙田さんの生い立ち、そして、当事者だけでなく親御さんや
サービス提供者の方々の意見も載せています。重度身体障害当事
者が自立生活できる社会環境を整えるには、いろいろな角度から
考えていかなくてはならないことを「ビューポイント」は示唆し
ています。番外編として、司法修習生の社会修習（＊）
（＊）のことを
（＊）
書いた No.
No.１７
１７と
１９も掲載しました。当事業団が司法修習生の
１７
と１９
方々を受け入れた際の、彼らと障害者職員である髙田さんとの交
流が書かれています。髙田さんの啓発の仕事について、よく御理
解いただけるものではないかと思います。
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＊司法修習生の
司法修習生の社会修習について
社会修習について
司法修習生とは司法試験の合格者で、社会修習は司法修習生を対象にした最高裁判所が行う研修。検察
庁、弁護士会、司法研修所で行われる。弁護士会の依頼を受け、司法修習生の社会修習を当事業団でも実
施していた。

ビューポイント

№

掲載された「障害者事業団だより」

内容

テーマ

№

発行日
1999 年 4 月 3 日

NO.1

住まいの中のバリアフリー 1

両親と同居している自宅のバリアフリーを考える

NO.15

NO.2

住まいの中のバリアフリー 2

重度身体障害当事者である先輩の自宅のバリアフリーの紹介

NO.16 1999 年 10 月 31 日

NO.3

障害者のための自助具について

大阪市内の自助具製作ボランティアグループの紹介と課題

NO.17

2000 年 3 月 31 日

NO.4

街の中のバリアフリー

車いすを利用する身体障害当事者の友人の取材から街のバリアフリーを考える

NO.18

2000 年 12 月 3 日

NO.5

障害者のパソコン利用について 1

パソコン利用する障害者当事者の友人と、障害者のパソコン利用について考える

NO.19

2001 年 11 月 2 日

NO.6

障害者のパソコン利用について 2

パソコン利用する障害者当事者の友人と、障害者のパソコン利用について考える

NO.20

2002 年 3 月 31 日

NO.7

福祉車両について 1

通勤及び自家用車で使用している福祉車両の紹介と課題を考える

NO.22 2002 年 11 月 30 日

NO.8

福祉車両について 2

レンタカーとして利用が進まない福祉車両を考える

NO.23

NO.9

支援費制度のガイドヘルパー制度について 1

利用者である重度身体障害当事者の立場から現状と課題を探る

NO.24 2003 年 11 月 30 日

NO.10

支援費制度のガイドヘルパー制度について 2

ガイドヘルパーの現状と課題を探る（ガイドヘルパー立場から）

NO.25

NO.11

支援費制度のガイドヘルパー制度について 3

ヘルパー派遣事業所の現状と課題を探る（事業所の立場から）

NO.26 2004 年 11 月 25 日

NO.12

支援費制度のガイドヘルパー制度について ４

2003 年 3 月 31 日

2004 年 3 月 31 日

ビューポイント NO.9 から NO.11 までの連載についての関西学院大学大
NO.27

2005 年 3 月 28 日

NO.29

2006 年 2 月 13 日

NO.30

2006 年 5 月 5 日

NO.31

2006 年 12 月 2 日

NO.17 ＊司法修習生との社会修習の中での交流についての報告

NO.32

2007 年 3 月 31 日

NO.19 ＊司法修習生と交流から、考えたこと

NO.33 2007 年 11 月 30 日

谷教授のご感想とご意見を掲載
NO.13

支援費制度のガイドヘルパー制度について ５

アンケートからガイドヘルパーに対する学生ボランティア意識を探る

＊ビューポイント過去５年間の振り返り
NO.14
（「障害者事業団だより NO.30」が障害者事業団設立１５周年記念誌として発行される）
NO.15 ＊職場紹介

NO.20

髙田浩志さんの職場がアートショップ・グリーンるうぷに移る

2008 年 3 月 31 日

自立生活している重度身体障害当事者の先輩の自宅の様子を紹介

NO.34

NO.21 障害者の割引制度について 1

高速道路の通行料の割引制度の課題

NO.35 2008 年 11 月 30 日

NO.22 障害者の割引制度について 2

公共交通機関や映画館などの割引制度の現状

NO.36

重度身体障害者の自立生活と住宅について

2009 年 7 月 31 日

NO.23 *髙田さんの生い立ち

NO.37 2009 年 11 月 29 日

NO.24 重度身体障害者の自立について １ 重度身体障当事者の自立のための住宅環境の課題を考える

NO.38

2010 年 3 月 31 日

NO.39

2010 年 7 月 30 日

NO.25 重度身体障害者の自立について ２ 高田さん自身の自立への道のりについて

NO.40

2011 年 6 月 30 日

NO.26 重度身体障害者の自立について ３ 重度身体障害当事者の親御さんの考え（友人の母への取材を通して）

NO.41

2012 年 3 月 28 日

＊ビューポイント過去 20 年間の振り返り
NO.25
（「障害者事業団だより NO.39」が障害者事業団設立 20 周年記念誌として発行される）

重度身体障害当事者の親御さんの考え
NO.27 重度身体障害者の自立について ４

NO.42 2012 年 11 月 16 日
（友人の母と髙田浩志さんの母への取材を通して）

NO.28 重度身体障害者の自立について ５ ヘルパー派遣事業所の取材からヘルパーの人材不足を考える

NO.43

2013 年 3 月 28 日

NO.29 重度身体障害者の自立について ６ ヘルパー従事者の取材からヘルパーの人材不足を考える

NO.44 2013 年 11 月 28 日

*ビューポイントのナンバーの記載は、№12 からです。№16、№18 は記載ミスで欠損しています。また、№25 はダブって記載されています。
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髙田浩志さんの紹介
●髙田さんの職場
重度の脳性麻痺の障害がある髙田さんは、平成１０年（１９
９８年）に、財団法人箕面市障害者事業団で全面介助を要する
初めての障害者職員として採用されました。現在は事業課企画
係の配属で、仕事場は箕面市立総合保健福祉センター(通称み
のおライフプラザ）１階にある事業課管轄のアートショップ・
グリーンるうぷという店舗です。

アートショップ・グリー
ンるうぷは、これまで障害
のある人が働くこととの関
係性についてあまり注目さ
れてこなかった「アート」
の部分に焦点をあて、全国
の障害者団体や障害をお持
ちの個人の方からの作品を、
委託商品として販売してい
る店です。髙田さんは、そ
の店舗の一角に設置してい
るパソコンを使って、仕事
をしています。

●髙田さんの障害
髙田さんの障害である脳性麻痺について少し説明しますと、脳性麻痺は簡単に言えば、脳か
らの運動の指示をうまく伝えられない運動機能障害です。髙田さんの場合は手足が硬くなった
り突っ張る痙直・強直型と、身体を動かそうとすると自分の意思とは無関係に手足や首が動い
てしまい、ねじるような動きが起こるアテトーゼ型の二つの症状が特徴です。それに伴って、
強い言語障害があります。視力は１.0 ぐらいあるのですが、首の動きがコントロールできな
いため、じっとものを見ることが出来ません。本を読むということが非常に難しいです。聴力
には異常がありません。
●髙田さんのコミュニケーションとパソコン
重度の脳性麻痺の障害で強い言語障害がある髙田さんとの会話は、相手の質問に対して髙田
さん自身が身体全体を使ってイエス、ノーの意思表示をする方法と、相手が髙田さんの言いた
いことを、ひと文字ずつ聞き取る方法の二つがあります。
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そして仕事の唯一の手段はパ
ソコンです。使用しているパソ
コンはデスクトップ型のウィン
ドウズパソコンです。そこに身
体障害者の専用ソフトの「オペ
レートナビ T T」を付けていま
す。入力はビックスイッチで行
います。ビックスイッチとは、
どこを押しても入力することが
できる円盤状の大きなスイッチ
のことで、かろうじてコントロ
ールできる右手を使って入力し
ます。視力は良いのにじっとモ
ニターの画面を見ることができ
ないため、音声でパソコンの入
力を確認します。このような操作で「ビューポイント」などの原稿を書き上げるのですが、原
稿用紙１枚（４００字詰）の作成に、文章の草案からだと約２０時間くらいかかります。
●髙田さんの仕事
髙田さんの仕事は一貫して啓発です。パソコンを使っての「障害者事業団だより」の中の「ビ
ューポイント」のコーナーの執筆を中心に、小学校や中学校などへの講演や、視察や見学に来
られた方への事業団の説明などの仕事をしています。
職場に身体の障害をサポートする専用のＯＡ機器が設置され、身辺の介助ができる職員がい
ることで、重度な身体障害があっても働くことができることを、身をもってアピールするとい
う啓発なのです。
最初は事務所内に仕事場がありましたが、２００６年の４月より、グリーンるうぷの店舗が
仕事場となりました。このことも啓発の一環であり、一般市民の方々と広く交流がもてること
を考えたものです。

「ビューポイント」への思い
事業課企画係

髙田浩志

「読者の皆さん、こんにちは」のフレーズで始まりました「ビューポイント」の連載も次回
で３０回を迎えます。このコーナーを初めて担当させていただいたのは、平成１１年（１９９
９年）の４月発行の「事業団だより」からでした。それから、年２回のペースで１４年間にな
ります。障害当事者の視点で、私が日常生活で感じる疑問を書いてきました。今回、「障害者
事業団だより」の特別号としてまとめられることになり、たいへん嬉しく思っています。
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私のような２４時間介助者の必要な重度の脳性マヒを持っている障害者市民が事業団で働
くことができたのは、それまで通所していた通所授産施設「箕面市立ワークセンターささゆり」
の職員の方々をはじめ、多くの応援してくださった方々のお陰だと思います。そして同時に、
私の介助職員である伊佐さんも採用され、それから二人三脚で働いてきました。
振り返ると、「ビューポイント」の連載が始まったきっかけは、就職をして１年がすぎたこ
ろに、当時の上司の方から「重度の脳性マヒを持っている障害当事者の視点で、機関誌のコー
ナーの中で何か書けないか？」と云われたことです。それから私なりの視点で、障害者市民の
当事者が生活する上で困っていることや関心を持っていることなどに焦点をあて、企画からと
きには自ら取材もし、原稿書きをしてきました。「ビューポイント」は、私にとって一番大切
な仕事です。社会との接点を持たせてもらっている大切な表現のツールになっています。
「ビューポイント」を書き始めた当時は、まだ両親も元気でした。「重度の障害者市民の介
助は、出来るだけ家族内でするもの」と私も両親も思っていたので、困ったことを見る目も、
２０年ぐらい前に住んでいた公団のマンションの風呂の改造のことや、同じマンションの５段
ある階段を車椅子で上がれるように簡易型のリフトの設置にまつわることなど、ハード面的な
ことばかりしか目に入らなかった、そんな気がします。でも、「ビューポイント」の連載を重
ねるうちに、私も将来のことを少しずつ考えることが多くなりました。それと時期を合わせる
がごとくに、両親もだんだん体力が落ちてきました。「このままでは、親が病気などで倒れた
ら、せっかく夢だった事業団を辞めて、どこか遠くの療護施設へ行かなくてはならない。それ
は、絶対いやだ！」という思いが強くなりました。そして、「ビューポイント」も重度の障害
者市民の自立生活に関連すること、ガイドヘルパーに関連することなど、生活のハード面から
ソフト面のことに関心を持つようになりました。「３６５日２４時間介助者の必要な重度の障
害者市民であっても、住み慣れた町で仲間たちと暮らしたい！絶対に、自立生活をやりとげて
みせる！」との思いを強くしていきました。この仕事を通じて、いろいろな考えの方々との出
会いによって、私の考え方も深くなっていったと思います。
今回の特別号は、重度の障害者市民の自立生活に関する連載をピックアップしました。私の
ような３６５日２４時間介助者の必要な障害者市民でも、当事者が「自立生活をしたい。」と
強い意思を持つと同時に、その思いに共鳴して障害者市民の自立生活のことを支援していただ
ける方を見つけられたら、時間はすごく長くかかりますが、夢であった自立生活は必ずできる
と思います。特に重度の脳性まひを持っている障害当事者の皆さんや、その関係者の皆さんに
知ってほしいという思いで「ビューポイント特集号」を作りました。最後までお読みいただけ
ればうれいしです。
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яửẲềᩊẲẦẾẺẮểሁửẆἇἯὊἚ˟ᜭỉɶỂᛅẲӳẾề
ẟẺẻẨẆἪἽἣὊẰỮỆʼяỉἋỿἽỴἕἩẲềờỤẟộẲ
ẺẇẸẲềẆᅶờἪἽἣὊẰỮẺẼểỉॖ࣓ျᡫầẒẟẦỆଔ
ẪẆẟẦỆദᄩỆẆಏỆỂẨỦỉẦᾎẓửᐯЎễụỆᎋảܱᘍ
ẲộẲẺẇᴾ
ᴾ

ᐯᇌဃỉൿॖᘙଢểࣖੲửấᫍẟẴỦ૨ᇘửẆẟếờ
ᐯᇌဃỉẮểởẟỨỮễႻᛩỆỉẾềờỤẾềẟỦἻỶἧἑ
ỶἲἱὅἚỉἦỴỽỸὅἍἻὊỉ૾ẆஔỉʙʼяễỄỂấ
ɭᛅỆễẾềẟỦἪἽἣὊἋἘὊἉἹὅỉ૾ẆʙಅׇỆݼᎰ
ẴỦЭỆᡫẲềẟẺᚨỉᎰՃỉ૾ẆẸẲềẆᅶỉᎰئỉ
૾ẉỆấފẬẲềỴἦὊἽẲộẲẺẇϋܾỊẆẒɟဃỉٹỂẝ
ᐯࠁൿܭỉ
ᐯࠁൿܭỉٻЏẰ
ٻЏẰᴾ
ỦẆᐯᇌဃửởẾềỚẺẟể࣬ẟộẴẇẻẦỤẆႏẰỮỆ Ṽᐯࠁൿܭ
Ẏᵐᵎᵎᵗ ࠰ᾀᾁஉẦỤ ᵐᵎᵏᵎ ࠰ᾂஉẏᴾ
ᐯᇌဃỉૅੲửẲềẪẻẰẟẇẓỂẲẺẇẸủểӷᡶᘍỂẆ
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䠧䠯䠧䠭䠄㞀ᐖ⪅ᴗᅋ䛰䜘䜚䠅䚷➨䠏✀㒑౽≀ㄆྍ䚷㏻ᕳ 㻣㻤㻝㻤 ྕ䚷㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻞 ᭶ 㻞㻤 ᪥Ⓨ⾜
䠧䠯䠧䠭䠄㞀ᐖ⪅ᴗᅋ䛰䜘䜚㻌 㻺㼛䠐䠌䠅㻌 ➨䠏✀㒑౽≀ㄆྍ㻌 ㏻ᕳ 㻣㻜㻟㻡 ྕ㻌 㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻢 ᭶ 㻟㻜 ᪥Ⓨ⾜

ഏỉെ᨞ỂӕኵỮẻẮểỊẆܿජ˳᬴ỂẴẇἃỴἭὊἲ
ỉဃởᐯᇌဃễỄử˳᬴ỂẨỦᚨίỪỮẴềẾỒὸầ
ẝụộẴẇẸẮửཎКỆ͈ụềẆᅶểἪἽἣὊẰỮ ᵐ ʴểКỆ
ʼяᎍỉ૾ɟʴỉ ᵒ ʴỂẆᵐ உể ᵑ உỆ ᵐ ׅỉɟජܿජ
˳᬴ửẲộẲẺẇᅶỊẮẮỂ ᵏᵎ ࠰ЭẦỤ ᵏ ජ ᵐ ଐỉܿජ˳
᬴ử࠰ỆૠׅởẾềẟềẆஇ᭗ ᵓ ජ ᵔ ଐỉܿජ˳᬴ờኺ᬴
ฎỚỂẲẺẇẻẦỤẆ୴ଐỉٸẦỤ୴םଐỉஔộỂỉẆẺ
ẾẺɟජẫỤẟජộỦẮểỊẆễỮểờễẟể࣬ẾềẟộẲẺẇ
ỂờܱᨥỆᅶầɼݰỂܿජẴỦểễủịẆẟỨẟỨểൿỜễ
ẟểẟẬễẟẮểầٶẪẆජộụỉἪἽἣὊẰỮỉᣐởẆජ
ộụỂỉʙỉẮểễỄẆᐯࠁൿܭửᡐỤủỦẮểỆễụộẲ
ẺẇʻộỂểỊẆμẪᢌạዬࢌज़ầẝụộẲẺẇẸẲềẆʼяẲ
ềẪủềẟỦ૾ẦỤẒ᭗ဋẰỮẆẮỉဃጀỂỊẝễẺầẮ
ẮỂỉɼࢫễỉẻẦỤẆᐯЎẦỤᆢಊႎỆਦᅆửЈẰễẟểẆ
ẝễẺỉ࣬ẾềẟỦᐯᇌဃỊụᇌẺễẟẇỄỮỄỮểਦ
ᅆửЈẲềẟẾẺ૾ầᑣẟỂẴợẇẓểỉяᚕầẝụộẲẺẇ
Ẹỉ˂ỆờᑥỮễỴἛἢỶἋửờỤẟẆẸủỤử᪽Ệλủềܿ
ජ˳᬴ửẲềẟẨộẲẺẇܿජ˳᬴ửኳảỦểᐯᇌဃồỉ
࣬ẟỊفẴịẦụỂẆᚕᓶởʼяễỄỉẟỨỮễᛢ᫆ầẝụ
ộẲẺầẆ᪽ỉɶẻẬỂẟẪỤᎋảềẟềờؘẉ߹ụửẴỦẻ
ẬẻểẆ࣬ẟẨẾềഏỉെ᨞ỆẟẪẮểỆẲộẲẺẇᴾ
ᴾ

Ṽૼ
ૼẲẟܼ
ẲẟܼẲ
ܼẲᴾ
Ẏᵐᵎᵏᵎ ࠰ᾃஉẏᴾ
ẸủẦỤẲẺẮểỊẆẟẪếẦỉɧѣငދẰỮỆᡲዂửểỦ
ẮểỂẴẇᾗᾟỂሜ᩿ࠊϋỉɧѣငދửᛦỔẺụẆẲềഒẲ
ẟܼỉவˑửἳὊἽỂᡛẾẺụẲộẲẺẇவˑỊẆᵏᵌሜ᩿ࠊ
ϋίሜ᩿ࠊỉᅦᅍἇὊἥἋửӖẬỦẺỜὸẆᵐᵌܼầᾃɢẦ
ỤᾆɢόˌϋẆᵑᵌᬜởἢἋͣẦỤഩẟềᾀЎˌϋίἪἽἣ
ὊẰỮỉʩᡫỉ̝ὸẆᵒᵌܼỉЭỆἼἧἚầͣỂẨỦἋἬὊ
ἋầẝỦίᅶỊỂỉᆆѣểễỦẺỜὸẆᵒᵌỶὅἑὊἕἚầỂ
ẨỦẆᵓᵌἚỶἾởԏئỉ࠼ẰỊẮẻỪỤễẟίᅶᐯ៲ầଏ܍
ỉἚỶἾởԏئỊ̅ဇỂẨễẟẺỜὸẆˌɥỉ ᵓ ếỂẲẺẇ
ẼỢạỄẸỉ᪭ẆᅶểӷẳợạỆᐯᇌဃửẲợạểẴỦࡇ
៲˳ᨦܹᎍࠊൟỉӐᢋờܼẲửẲềẟộẲẺẇẸỉӐᢋ
ỆኰʼẲềờỤẾẺɧѣငދỂẆᬜẦỤഩẟềᾀЎˮỉ
ỆẆӞẟᾁᾓᾚỉỴἣὊἚầᙸếẦụộẲẺẇᾅஉỆ༵ầᘐử
ӖẬỦẮểểễẾềẟẺẮểởẆẸỉ˂ỉᜂẉễྸဌầẝẾềẆ
ᅶỊ៩៨ẴỦẮểễẪẸỉᾁᾓᾚỉỴἣὊἚử͈ụỦẮểỆẲộẲ
Ẻẇᴾ

ộẲẺẇྵנẆஉ୴ଐỉٸẦỤ୴ଐỉஔộỂૼẲẟܼồ
ỉἪἽἣὊᢔẆᡵỉ୴ଐẦỤଐ୴ଐỉٸộỂửܱܼ
ỂᢅắẴểẟạ࢟ỆễụộẲẺẇẝểỊẆᚧբλෘầᡵʚׅẆ
ἙỶἇὊἥἋἍὅἑὊỉೞෘầᡵɟׅểẟạờỉỂẴẇଔ
ẟờỉỂ ᵖ ὈஉኺẼộẲẺầẆἪἽἣὊẰỮỉᄩ̬ởʼяỆ
ॹủềờỤạễỄẆộẻộẻᅶỊụỉཞ७Ểᐯᇌဃử
ẲềẟộẴẇᴾ
ᴾ

Ṽɟഩ៊
ɟഩ៊ỚẻẸạ
ɟഩ៊ỚẻẸạᴾ
ỚẻẸạᴾ
ᐯᇌဃửڼỜẺʻỊẆᅶỉಮ܇ửᙸềỊẆẒᅶầ͂
ủềẦỤỂỊẟẇී࣓ỉʼяỉ૾ඥởẟỨỮễẮểửẆἪ
ἽἣὊẰỮẺẼỆࡽዒẫẮểầʻễỤỂẨỦẇờạẮỉᡀầී
࣓ểᩉủỦᑣẟກễỉẦễᾎẓẆể࣬ẾềẪủềẟỦợạỂ
Ẵẇᴾ
ᴾ ẰềẮỉɟ࠰᧓ỆẆᅶầኺ᬴ửẰẶềờỤẾẺẮểửẟề
ỚộẲẺầẆẸẮỂẆᐯᇌဃửẲẺẟểᎋảỦẆࡇ៲˳
ᨦܹᎍࠊൟỉႏẰỮỆᚕảỦẮểầẝụộẴẇẸủỊẆẒểụ
ẝảẵᐯᇌဃồẆᐯЎẦỤẨẾẦẬử˺ụɟഩ៊ỚẻẸ
ạẇẓểẟạẮểỂẴẇẟẪỤᐯЎỉ᪽ỉɶẻẬỂᎋảềẟềờẆ
μẪЭỆᡶỜễẟẮểầٶẟỉỂẴẇẒểỆẦẪẆᐯЎẦỤẨẾ
ẦẬửᙸếẬỦẮểẇẸủỊẆỄỮễݱẰễЈஹʙỂờᑣẟ
ẦỤẇẓểᐯᇌဃửẲẺẟể࣬ẾềẟỦʴỆᚕẟẺẟỉỂẴẇ
ẸẲềẆӲ؏עỆẒᨦܹᎍᐯᇌဃૅੲἍὅἑὊẓầẝụộ
ẴỉỂẆẸẮỂἦỴỽỸὅἍἻὊỉ૾ẉỆẆẒỄạẲềờᐯᇌဃ
ửẲẺẟỮởὊὲὲὲẓể༏ẪᚫảềỚềɦẰẟẇẸạẴủ
ịẆẨẾểᐯᇌဃồỉᢊሂầᙸảềẪỦể࣬ẟộẴẇᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ ẰềẆᛠᎍỉႏẰỮỊỄạ࣬ỪủẺỂẲỢạẦᾎẸủỂỊẆ
ഏׅỉᾸᾴῆ᾿ιᾸ᾽ῃờấಏẲỚỆẇ
ਃ࢘Ẇ᭗ဋᴾ ී࣓ᴾ

ᴾ
Ṽᅦᅍ
ᅦᅍἇὊἥἋỉ
ᅦᅍἇὊἥἋỉ٭
ἇὊἥἋỉ٭ᴾ
٭ᴾ
Ẏᵐᵎᵏᵎ ࠰ᾅஉẏᴾ
ഏỉെ᨞ỊẆᐯᇌဃỉʼяἩἻὅử˺ụẆሜ᩿ࠊỆᅦ
ᅍἇὊἥἋỉ٭ဎᛪửẴỦẮểỂẲẺẇܼଈỉʼяỊܼ
ଈở៲ϋầẴỦờỉể࣬ẾềẟỦầɶ࣎ỉʼя˳Сử٭
ảẆݲẲẵếᅦᅍἇὊἥἋửМဇẴỦợạỆẲềẟộẲẺẇஔ
ỉʙʼяởἚỶἾʼяẆᘘʼяẺỜỆ ᵐ ᧓ỖỄỉἪ
ἽἣὊᢔỉἇὊἥἋẆλෘἇὊἥἋởẆἉἹὊἚἋἘỶễỄ
ửМဇẲềẟộẲẺẇỂờẆᐯᇌဃỂỊẒࡇᚧբʼᜱẓ
ἇὊἥἋửМဇẴỦẮểỆễụộẴẇẮủỊẆʼᜱࡇầ᭗ẟ
៲˳ᨦܹᎍࠊൟầᾁᾃ᧓ᾂᾅᾄଐỉἪἽἣὊʼᜱỆợỦ
ᐯᇌဃửᘍạểẨМဇẴỦờỉỂẴẇᅶỉᨦܹỉཞ७ểẸ
ủỆˤạؾ᩿Ểỉཞඞử៊ộảềẆӖዅ᧓ầൿỜỤủ
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䠧䠯䠧䠭䠄㞀ᐖ⪅ᴗᅋ䛰䜘䜚䠅䚷➨䠏✀㒑౽≀ㄆྍ䚷㏻ᕳ
㻣㻤㻝㻤
ྕ䚷㻞㻜㻝㻠
ᖺᖺ
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㻞㻤 㻞㻤
᪥Ⓨ⾜
䠧䠯䠧䠭䠄㞀ᐖ⪅ᴗᅋ䛰䜘䜚㻌
㻺㼛䠐㻝䠅㻌 ➨䠏✀㒑౽≀ㄆྍ㻌 ㏻ᕳ
㻣㻞㻡㻞
ྕ㻌 㻞㻜㻝㻞
㻟᭶
᪥Ⓨ⾜
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ᵬᶍᵌᾁᾅᴾ
ᛠᎍỉႏẰỮẆẮỮỆẼỊẇʚׅỆỪẺụẆࡇ៲˳ᨦܹᎍࠊൟỉᐯᇌဃỉẮểỆếẟề
ẟềẨộẲẺẮỉἉἼὊἌờɤׅႸửᡇảộẲẺẇᴾ
ẰềʻׅỊẆᨦܹỉẝỦᐯЎỉ܇ỄờầᐯᇌဃửẲẺẟểᎋảềẟỦẮểầỪẦẾẺểẨ
ỉẆࡇᏯࣱἰἤỉ៲˳ᨦܹᎍࠊൟỉᚃࣂẰỮỉ࣬ẟỆếẟềẨẺẟể࣬ẟộẴẇᴾ
᪭ỆᐯᇌဃửڼỜỤủộẲẺẇᴾ

ṼЭׅỉ
Эׅỉਰụᡉụᴾ ᴾ
ẮủộỂỊẆᅶỉᐯᇌဃửẲẺẟểẟạ࣬ẟẆẒሜ᩿ࠊ

ᓛකẰỮỉấẰỮỊྵנẆᾝᾟᾞඥʴሜ᩿ࠊᨦܹᎍỉ

ϋỂẆᐯᇌဃửẲẺẟẇẓẮểỆếẟềẟềẨộẲẺẇộ

ဃểіਖ਼ᡶңᜭ˟ίἪἽἣὊᢔʙಅễỄẰủềẟ

ẺẆɟମ࠰ỉٰẦỤᐯᇌဃỆӼẬẆấɭᛅỆễẾềẟỦ

ỦὸỂẆˁʙờẰủềẟộẴẇᴾ

ἦỴỽỸὅἍἻὊỉ૾ểႻᛩẲẆẟỨỮễแͳửẲềẨẺẮể

ίẮẮẦỤỊỶὅἑἥἷὊ࢟ࡸỂẦẶềẟẺẻẨộẴὸᴾ

ỆếẟềờẨộẲẺẇᴾ

ṼᚃࣂẰỮỉ࣬ẟểᎋảᴾᴾ

ẸẮẦỤᙸảềẨẺẮểỊẆࡇ៲˳ᨦܹᎍࠊൟầᐯЎ

᭗ဋᴾ ᾉᴾ இИẆዩ܇ẰỮầᐯᇌဃửẲẺẟểᎋảềẟ

ỤẲẟဃửẲợạểẴỦỉỆ࢘ʙᎍẻẬầ᪴ࢌẾẺỤẟẟ

ỦẮểầỪẦẾẺểẨẆấẰỮỊỄạ࣬ỪủẺỉ

ỉẦẆểᚕảịẸạỂỊễẪẆࡇỉᨦܹầẝủịẝỦỖỄ

ỂẴẦᾎᴾ
ᓛකᴾ ᾉᴾ ᅶầộẵஇИỆ࣬ẾẺỉỊẆίዩ܇ẰỮầᐯᇌ

ᩊẲẟẮểầٶẪẝụẆẟỨẟỨễ૾ỉૅੲầẟỦể࣬ẟộẲ

ဃửὸỂẨỦỪẬễẟểẇίዩ܇ẰỮỉὸɟʴ

Ẻẇᴾ

ỤẲỊྸể࣬ẾẺẇᴾ

ᴾ

ẸủểẆἃỴἭὊἲỆờạẲịỤẪއẺỖạầẟ

ṼᚃࣂẰỮồỉӕᴾᴾ

ẟỮẳỞễẟẦẾề࣬ẾẺỉỈẆộẵỊẇᴾ

ẰềẆᅶỉợạễࡇᏯࣱἰἤỉ៲˳ᨦܹᎍࠊൟầẆᐯ
ЎễụỆɟဃভԡᎋảỆᎋảửỈềẟẪểẆẟỨẟỨểᐯ

᭗ဋᴾ ᾉᴾ ẸủỊẆ˴ỂẴẦᾎᴾ

ᇌဃỉἡὊἛἽầ᭗ẪễẾềẨềẲộẟộẴẇẸỉɟếầẆ

ᓛකᴾ ᾉᴾ ộẻẆίዩ܇ẰỮầὸɟʴỂဃ᩿ửᐯЎỂᎋ
ảỦщầễẟể࣬ẾẺẲẆ˰ớܼểẦẆἪἽἣὊẰ

ᚃỉӒݣầẝụộẴẇᴾ
ẸẮỂẆʚׅỉἉἼὊἌỆЎẬộẲềẆᅶỉӐʴỉᓛකዩ

ỮỉẮểẆẸạẟạẮểầμẪỪẦẾềễẟỉỆẆể

܇ẰỮỉấẰỮểᅶỉỆẆࡇᏯࣱἰἤỉ៲˳ᨦܹᎍ

ỆẦẪɟʴỤẲẲẺẟểẟạẦỤẆẸủỊྸẻ

ࠊൟầᐯᇌဃửẴỦẮểỆếẟềẆᚃểẲềỄạ࣬Ếềẟ

ểẟạỐạỆஜʴỆᚕẟộẲẺẇᴾ
᭗ဋᴾ ᾉᴾ ᚃỉᇌئểẲềẆࡇᏯࣱἰἤỉ៲˳ᨦܹᎍầ

ỦỉẦᾎᴾ

ᐯᇌဃửẴỦɥỂẆ˴ầ࣏ᙲẻể࣬ẟộẴẦᴾ

ộẺẆᐯᇌဃửẴỦ࢘ʙᎍỉᚃỉᇌئểẲềẆẮủẦ

ᓛකᴾ ᾉᴾ ộẵỊஜʴỉᐯᙾẆஜʴầỖỮểỆɟʴỂဃ

ỤᐯᇌဃửẰẶẺẟể࣬ẾềẟỦᨦܹᎍࠊൟỉᚃࣂẰỮ

ẲềẟẪểẟạᐯᙾửਤếẮểẇᴾ

ỆӼẬềẆỴἛἢỶἋầẟẺẻẬẺỤể࣬ẟӕửẲộẲẺẇᴾ

ẸỉɥỂẆọểếỊ˰ܡỉẮểỂẆởẾỌụࡇ

ᴾ

ᨦܹᎍểễẾẺỤౝ܇ဃễỉỂẆౝ܇Ể

ṼᓛකẰỮỉấẰỮỉኰʼᴾᴾ

λủỦܼầẝỦẦỄạẦẇᴾ

ᅶỉӐʴỉᓛකዩ܇ẰỮỊẆᜱܖఄίྵנỉཎКૅ
ੲܖఄὸỆᡫẾềẟẺểẨỉẆࢸỆễụộẴẇộẺẆᅶỉ

ẸỉഏỊẆấỉẮểẇίዩ܇ẰỮỉဃᝲỊὸ

ểᓛකẰỮỉấẰỮểầẆሜ᩿ࠊỉᨦܹᎍ˳ׇỉɟếỂ

ᨦܹᎍ࠰ểẆểẲềὁὊἁἍὅἑὊίḤὸẦ

ẝỦẐሜ᩿ࠊᏃ˳ɧᐯဌδίᎍὸ༵ỉ˟ẑỉ˟ՃỂẸỉ

Ụ᪬ẟềẟỦ ᵏ ɢόẪỤẟỉờỉẇẸủẻẬỂẆဃ

᧙̞ỂẆᓛකẰỮểᅶểỊᾁ࠰ˌɥỉ˄ẨӳẟầẝỦӐʴ

ầẲềẟẬỦẦỄạẦᾎᴾ

ỉɟʴỂẴẇᴾ

ᴾ

ẸẲềờạᾇ࠰ẫỤẟЭỆễỦể࣬ẟộẴầẆᅶểᓛකẰỮ

(ͤ) 㺺㺎㺖㺜㺻㺞㺎ࡣࠊ(⚟)࠶ࡘࡁ⚟♴ࡀ⟪㠃
ᴾ
ᕷࡢᣦᐃ⟶⌮ࢆཷࡅ㐠Ⴀࡍࡿࠊ⮬❧ᨭἲ
ᴾ
ࡢ⏕άㆤタ࡛ࠊṇᘧྡ⛠ࡣࠊ
ࠕ⟪㠃ᕷ
ᴾ
❧㺺㺎㺖㺜㺻㺞㺎ࡉࡉࡺࡾࠖゝ࠸ࡲࡍࠋ

ểỂẆᐯᇌဃửᎋảỦἇὊἁἽử˺ẾềɟደỆẟỨỮễ
ѠࢍửẲềẟẾẺːỂẴẇẸẲềᓛකዩ܇ẰỮỊẆᅶểӷẳ
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ẸẲềẆẰẾẨờᚕẾẺẬỄἪἽἣὊẰỮỉẮểẇ

ộỂᝪỜềẨẺờỉỊẆẴỔềễẪễẾẺẇʻࡇỊ

ɟʴỤẲẲềỄủẻẬἪἽἣὊẰỮầᄩ̬ỂẨ

ấầễẪễẾẺỤဃỂẨềễẪễẾềẲộạỉ

ỦẦᾎẝểỊẆᅦᅍᛢẦỤỄủẪỤẟỉἪἽἣὊ

ỂẆဃ̬ᜱửဎᛪẲộẲẺẇᴾ
ᴾ

ૅዅ᧓ૠửӖẬỤủỦẦᾎᴾ

ᴾ

ʻộỂẟẺἃỴἭὊἲẻẾẺỤẆஉ୴ଐẦỤ
୴ଐỊἃỴἭὊἲỂᢅắẲẆםଐỊܱܼỆ࠙Ủể

ᨦܹᎍ࠰ầᾀኢỂờẆஉᾇɢẼỢẾểỂẲỢᾎ

ẟạဃửẲềẟẺỉầẆẸủầờẲ٭ỪẾềẲộ

ờٶẪềᾀɢόẆỂờᾅ῍ᾆҘόẪỤẟỊẆʩ

ạểẆ˳ᛦởဃỉἼἌἲầ٭ỪẾềẲộạӧᏡࣱ

ᡫᝲỂểỮỂẟẾềẲộạẇസụᾂҘόẪỤẟẲẦസ

ờẦễụẝẾẺẦỤẆἪἽἣὊૅዅ᧓ૠửفở

ỤễẟẇẸẮẦỤẆܼẾềẟẾẺỤẆỖỮộỆ

ẴẮểỊẆẼỢẾểᩊẲẟỮẳỞễẟỉẾềẟạẮể

ᢂốẮểờỂẨễẟẇẸạẟạẮểờஜʴỆஇИỆ

ỊẝụộẲẺẇᴾ

ˡảộẲẺẇẐᢂỎỆờẟẦủồỮợẇẸủỂờ
ίᐯᇌဃὸẲẺẟỉᾎẑẐẸủỂờẲẺẟẇɟʴỂ

˰ܡỆ᧙ẲềỊẆἢἼỴἧἼὊỂẆౝ܇Ểဃ

ỤẲẺẟẇẑểஜʴỊᚕẟộẲẺẇᴾ

ỂẨỦئỂẝỦẦẆẸẲềဃᝲẆẝểỊἪ
ἽἣὊẰỮỉૠỉᄩ̬ểૅዅ᧓ૠẆẸẲềஜ

ẻẦỤộẝẆܼửẴỉờẆễỦỔẪܼỉܤẟ

ʴỉᐯᙾỉộẵẸủỉᾃếẦễẇẸủầẝỦᆉࡇ

ểẮỨỂấԏئầ࠼ẟẾềẟạவˑửɧѣင

ᄩ̬ỂẨẺỤẆ˴ểẦဃểẟạẦẆɟʴỤẲầ

ދẰỮỆᚕẾềẆʻỉܼửᙸếẬềờỤẾẺỮẻ

ụᇌếẬỄẆỂờẮỉᾃếầẴắẪᩊẲẟẇᴾ

ẬỄẆẝủầᾇὈႸẇẝẨỤỜẺểẨỆởẾểᙸ
ếẦẾẺܼỂẴẇᴾ

ᴾ

ኽನࡊầ࠼Ẫềɟ᠀ܼỂẆᾁᾓᾚỆễỮỉẦễẇ

ᴾ
ộẵ˰ớờẆᾅẆᾆὈẪỤẟẆᅶờɟደỆộ

ấԏỆỊἼἧἚầ˄ẬỤủẺẇỜẼỞỜẼỞவˑ

ỪẾềẲẺẬủỄễẦễẦཋˑầễẟẇίዩ܇

ỊẟẟợỈẇẸỉẦỪụẆܼỊᾄɢᾄҘόẆᬟ

ẰỮỊὸἼἧἚửếẬễẟểấԏỆλủễẟẇẸạ

ئỊễẲẇࡊ˄ẨỂẆɟ᠀ܼẻẦỤᨩᡈỆᡕष

ẲẺỤấԏئỉ࠼ẟểẟạểẮỨầễẦễẦ

ੑẬễẪềẴớẇẻẦỤẆී࣓ẰỮờ˰ớܼử

ᙸếẦỤễẟẇɧѣငދẰỮởἼἧἚỉಅᎍẰỮể

ẴểẮỨầɟဪẲỮỄẦẾẺỮẼầạẦễẇᴾ

ɟደỆẲẲẺẬỄẆᢿދầợẪềờấԏئầ

ɟ࠰ẺẾềʻỊẆဃ̬ᜱửဎᛪẲềᾅஉẦỤ

ẟẆấԏئỉ࠼ẰỊộẝộẝẻẬỄẆܼỆλ

ờỤảẺẦỤẆẼỢẾểဃỆ˷ᘽầЈềẨẺẦễ

ỦộỂỉᡫែỆെࠀầẝẾẺụẆᐯ᠃ầፗẟề

Ếềज़ẳẇỂờẆဃ̬ᜱờỤẾềờẩụẩụởỈẇ

ẝẾẺụẆἢỶἁầፗẟềẝẾẺụểẦỂẆễẦễẦ

ɟᑍỉʴẺẼợụờởẾỌụộẻӈẲẟẇẸỮễỆ

ܼộỂλụỆẪẦẾẺụểẇẻẦỤẆẟỨỮễʙऴỂ

បඑỂẨễẟẲẇẻẦỤẆᐯዅᐯឱẆࡊỂᓔử

ễẦễẦẟẟܼầễẦẾẺẇộẵỊ˰ܡỂẴợỈẇ

˺ẾềẟộẴẇʻỊٰᓔỂẆễẴỎẆỿἷỸἼẆ

ẸạởẾềởẾểᙸếẬỤủẺỉầʻỉܼẇᴾ

ἚἰἚẆấẪỤẆἣἩἼỽẆἆὊἶẆἦὊἰὅẆử˺Ế
ềẟộẴẇẸạẟạỐạỆẆẝỦᆉࡇỉپửẲễ

ỂờẆဃẴỦỆỊẆܼờỪễẨỞẟẬễ

ẟểẆᝅẦễဃầỂẨễẟỉợẇᴾ

ẟẲẆắờỔễẨỞẟẬễẟẇʙẆή༏ᝲẆ
ܼẆẸạễẾẺỤẆᨦܹᎍ࠰ẻẬỂဃỊ

ᴾ

ྸỂẆܼầễỦỔẪܤẟểẮỨửẰầẴẬủỄẆ

ᴾ

ẸủờễẦễẦễẟẇẸạẟạẟỨỮễவˑầЈ

ᓛකẰỮỉấẰỮẝụầểạắằẟộẲẺẇᴾ

ềẨẺỤẆẸủẻẬỂ၅ủềẪỦẇᴾ

ộẻộẻẆỶὅἑἥἷὊỊዓẨộẴầẆኡ᩿ỉᣃӳỂẆഏ

ộẵỊẆấầễẟểᐯᇌẴỦỉỆỊᩊẲẟẇ

ׅỆẮỉዓẨửẦẶềẟẺẻẨộẴẇộẺờạɟʴỉ࢘ʙ

ẻẦỤẆίዩ܇ẰỮỉئӳỊὸᐯᇌဃửڼỜềẆ

ᎍỉᚃỂẝỦᅶỉỉ࣬ẟởॖᙸờẆኰʼẰẶềẟẺẻẨ

ᨦܹᎍ࠰ểʻộỂᝪỜềẟẺᝪửߐẲềẟ

ộẴẇᴾ
ẸủỂỊẆഏׅỉᾸᾴῆ᾿ιᾸ᾽ῃờấಏẲỚỆẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ

ẾềẆɟ࠰᧓˴ểẦဃẲềẟẾẺẇܼử͈ụề
˰ớỉỆẆẸẮỆẟỨỮễờỉửᝰẾềẟẦễẟể

ᴾ ਃ࢘Ẇ᭗ဋᴾ ී࣓ᴾ

ẟẬễẟẇấờኽನẦẦụẆኖɟ࠰Ể࠰ờʻ

ᴾ
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ᵬᶍᵌᾁᾆᴾ
ᛠᎍỉႏẰỮẆẮỮỆẼỊẇẰềẆࡇ៲˳ᨦܹᎍࠊൟỉᐯᇌဃửᎋảỦẆẮ
ỉἉἼὊἌờᾃׅႸửᡇảộẲẺẇʻׅỊẆЭׅỆࡽẨዓẨẆᓛකẰỮỉấẰỮỆ
˨ẾẺấᛅỉዓẨểẆ࢘ʙᎍỉᚃỂờẝỦᅶỉỉ࣬ẟờấˡảẲềẟẨẺẟể࣬
ẟộẴẇ
ṼЭׅộỂỉ
ЭׅộỂỉਰ
ộỂỉਰụᡉụᴾ
ᴾ ẮỉἉἼὊἌỂᵏׅႸểᵐׅႸỊẆᅶỉᐯᇌဃỆ

ỄủẻẬᐯЎỂᐯᇌဃỉẮểửᎋảềᘍѣỂẨỦẦẆ
ẸủầЈஹễẬủịẺốỮᐯᇌỊྸẻể࣬ạẇᴾ

ᆆᘍẴỦộỂỉᢅᆉửẆᵑׅႸỉЭׅỊẆࡇ៲˳ᨦ

ẸẲềᚃểẲềỊẆẸỉᎋảử܇ỄờẰỮẦỤẲẾẦụ

ܹᎍࠊൟỉᐯᇌဃỆݣẴỦᚃࣂẰỮỉ࣬ẟửẆᅶể

ểᎥẨӕẾềẝậỦẮểầ࣏ᙲẻể࣬ạẇ᪽ẦỤἒἳểẦ

ӷỆᐯᇌဃửڼẲẺᓛකẰỮỉấẰỮỆ

ẳỞễẪềẆஜ࢘ỆᐯᇌẲẺẟỮỂẝủịẆẐẝễẺỊẆ

˨ẟộẲẺẇᐯᇌဃỆ࣏ᙲễẮểỊẒἢἼỴἧἼὊễ

ỄạẟạỐạỆɟʴỤẲẲẺẟỉᾎẑẇộẺẆẐ˴ẦỤᡶ

ܼỉᄩ̬ẓẆẒஜʴỉᐯᇌဃồỉᐯᙾẓẆẒἪἽἣὊ

ỜẺẟỉᾎẑểẲẾẦụểᎥẟềẝậỦẇẸẲềẆ˴ẦỤ

ẰỮỉʴૠỉᄩ̬ẓẆẒဃᝲỉᄩ̬ẓểᛅẰủẆẸỉ

ڼỜẺỤẟẟỉẦỪẦẾềễẦẾẺỤẆ˴ẦỤỄạẴỦ

˂ỆờẆẒបඑỂẨễẟỉỂٰᓔửఎؔẴỦễỄẲề

ỉẦẆᛡỆႻᛩẴỦỉầɟဪẟẟỉẦểẦửɟደỆᎋ

ẟỦẇẝỦᆉࡇỉپửẲễẟểẆᝅẦễဃầỂẨễ

ảềẆ܇Ễờỉᐯᇌỉᎋả૾ửྸᚐẲẺɥỂңщẴỦẇ

ẟẇẓểấẲỞẾềẟộẲẺẇᴾ

ẻẦỤẆ܇Ễờᐯ៲ầᐯЎỉᐯᇌỆݣẲềẆỄủẻẬỉ
࣬ẟửਤẾềẟỦỉẦầٻʙẻể࣬ạẇᴾ
ᴾ ܇ỄờầɶᡦҞᇢễᐯᇌồỉ࣬ẟẻẾẺỤẆᚃểẲẺ

ίẮẮẦỤỊỶὅἑἥἷὊ࢟ࡸỂẦẶềẟẺẻẨộẴὸᴾ

ỤẺốỮឃỂẨễẟẲẆңщỂẨễẟể࣬ạỉỈẇ܇

ṼᓛකẰỮồỉỶὅἑἥἷὊỉ
ᓛකẰỮồỉỶὅἑἥἷὊỉࢸҞ
ẰỮồỉỶὅἑἥἷὊỉࢸҞᴾ
ࢸҞᴾ

ỄờஜʴỉൢਤẼửẲẾẦụᎥẟềẝậỦẮểẆẸủầ

ṺЭׅỉዓẨᴾ

ᚃểẲề࣏ᙲễẮểẦễể࣬ạẇẸủỊᐯЎỉኺ᬴ẦỤ

ᓛකᾉʻỊẆםଐỊܱܼỆ࠙ẾềஹềẟỦẇםଐ

ᚕảỦẮểỂẆஇИỊᅶờӒݣẲềẟẺẦỤẆẐẸỮễ

ỆλẾềờỤảỦἪἽἣὊẰỮầẟỦʙಅầễẟẦỤẆ

ᬔᰦễẮểửᎋảềẑẾềẟạỐạỆ࣬ẾềẟộẲẺẇỂ

ʻỊẆૼẲẟʙಅửίዩ܇ẰỮầὸᐯЎỉឱỂẲỆ

ờẆஜʴầẼỞỮểᛟଢẲềẪủẺẦỤẆẳỞẝẆңщẲ

ᘍẾềẟộẴẇẔͤẮỉӕỊẆମ࠰ᾇஉỆẲẺờỉỂ

ộẲỢạẦẾềẮểỆễẾẺỉẇ܇Ễờᐯ៲ầỄủẻẬᐯ

Ẵẇẕᴾ

ᇌẴỦॖ࣓ửờẾềẟỦẦầᦆẻỈẇẺốỮී࣓ẰỮ

ṺᚃồỉỴἛἢỶἋᴾ

ỉểẨờẸạẻẾẺể࣬ạẬỄẇấẰỮờẆஇИỊӒݣ

᭗ဋᾉᐯᇌဃỆᆆẾẺࡇᏯࣱἰἤỉ៲˳ᨦܹᎍ

ẲềẟẺợỈẇỂờẆී࣓ẰỮỉൢਤẼầẲẾẦụểẲề

ỉᚃỉᇌئểẲềẆẮủẦỤᐯᇌဃửẲẺẟể࣬Ếề

ẟẺẦỤẆấẰỮờẐẳỞẝờạẆңщẲợạẇẑểѣẟ

ẟỦẆࡇᏯࣱἰἤỉ៲˳ᨦܹᎍỉắɲᚃỆݣẲềẆ

ềẪẻẰẾẺể࣬ạỉỈẇẻẦỤẆ܇ỄờஜʴỉൢਤẼầ

˴ẦỴἛἢỶἋႎễẮểỊẝụộẴẦᾎᴾ

ẲẾẦụểẲềẟủịẆᚃờẆӒݣẶẵỆңщỂẨỦể࣬

ᓛකᾉ܇ỄờầẆỄủẻẬᐯᇌẴỦểẟạẮểỆếẟề

ạẲẆԗụờࡽẨᡂỜỦẇẸủẻể࣬ẟộẴẇᴾ

ᎋảềẟỦẦẆẸủầộẵᇹɟẻể࣬ạẇᚃẳỞễẪẾềẆ

ᴾ ʻࢸỈẆᐯᇌẲẺẟẾềẟạʴầờẲờẟẺỤẆᐯᇌ

ԗụẳỞễẪẾềẆஜʴầỄủẫỤẟẆɟʴỤẲẆᐯᇌ

ဃỆݣẴỦᎋảửẆᐯЎᐯ៲ầộẵẲẾẦụểਤếẮ

ẴỦẾềẟạẮểửᛐᜤẲềẟỦẦẆᵆᐯᇌỆ᧙ẲềᵇẴỔ

ểẇẸủỆợẾềᚃửᛟࢽẴỦẮểẇẻẦỤẆᚃờ᪽ẦỤẆ

ềỉẮểửᐯЎỂᎋảỤủềẟỦẦẇẰẾẨᚕẾẺợạỆẆ

ӒݣểẟạỮẳỞễẪềẆ܇ỄờỉᚕạẮểửẲẾẦụểᎥ

˰ớểẮỨẆấỉẮểẆἪἽἣὊẰỮỉẮểμềỉẮể

ẪẇᩊẲẟẬỄ͐ẆᚃểẲẺỤẴắẪᩊẲẟẬỄỈẇẺốỮẆ

ửᐯЎỂỄủẻẬᎋảềẟỦẦầẆɟဪٻʙễẮểẻể

ờạஇИẦỤ᪽ắễẲỆẐẝẦỮẑểᚕạᚃỊٶẟể࣬ạ

࣬ạẇẺẻẆẐɟʴỆễụẺẟẦỤẆɟʴỤẲẲẺẟẇẑ

ẬỄẆẸủỊẆᅶờኺ᬴ẲẺẮểẻẦỤྸᚐỂẨỦẇẻẬ

ểẟạỉỂỊẆẺốỮᵆᐯᇌဃỊᵇụᇌẺễẟể࣬ạẇ

ỄẆẸủỂỊợẪễẟễể࣬ạẇộẵỊẆ܇Ễờầᐯᇌဃ
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ỆݣẲềỄủẻẬẲẾẦụểᎋảềẟỦẦửẆᎥẟềẝ
ậỦẮểẇẸủỂᚃờኛࢽỂẨủịẆңщẴỦể࣬ạ

ửಏẲỮỂẟỦợạỂẴẇᐯᇌဃửẴỦɥỂẆᨦܹ

ẲẆẺốỮɶᡦҞᇢễᎋảởẾẺỤẆᚃỊӒݣẴỦể

ỆợỦُỊẟỨẟỨЈềẨộẴầẆẸỉᣃࡇ᧙ỪẾề

࣬ạợẇẺốỮẆී࣓ẰỮỉểẮờẸạẻẾẺể࣬ạẲẆạ

ɦẰẾềẟỦ૾ẺẼỉჷऔửấ͈ụẲềɟếẵếᚐൿẲ

ẼờẸạẻẾẺẇẝỦᆉࡇஜʴỊᐯЎỂᎋảềẟẺẲẆ

ềẟộẴẇᾀࠥᾁὈஉỆɟࡇܱẲềẟỦἇἯὊἚ˟ᜭ

ẸẲềᐯЎỂờᘍѣẲềẟẺẦỤẆᚃờңщẲễẟểẝ

ễỄỂẆẺẪẰỮỉ૾ẉỉấɭᛅỆễụộẴầẆᐯᇌဃ

ẦỮễể࣬ẾẺẇᴾ

ỊᚃầΨൢễạẼỆỂẨẺ૾ầẟẟể࣬ẟộẴẇẮủ

ᴾ ẮủẦỤẆᐯᇌဃửڼỜẺẟʴỉᚃࣂẰỮỊẆộẵ

ẦỤỊẆ؏עỂỤẶỦ܇ỄờỉۋửᙸܣẾềẟẨẺẟ

ᚃầ܇ỄờẰỮỆỄạẲẺẟỉẦẆẼỞỮểẲẾẦụᎥẟ

ể࣬ẟộẴẇẑˌɥầẆᅶỉỉᛅỂẴẇᴾ

ềẝậỦẮểởỈẇᚃầᎥẪửਤếểẟạẮểẇᚃỉᇌ
ئẦỤẲẺỤẆᎥẪửਤếểẟạỉầẆॖٳểᩊẲẟỉ

ᴾ

Ỉẇᴾ

Ṽᐯᇌᚇỉᢌẟᴾ

ᩊẲẟẬỄẆẮủầỴἛἢỶἋỂẴẇᚃầᎥẪửਤẾ

ᴾ ẰềẆẮỉӕửᡫẳềज़ẳẺẮểỊẆ࢘ʙᎍểᚃࣂẰ

ềẝậẺỤẆợụạộẪᐯᇌဃầᡶỮỂẟẪể࣬ẟộ

ỮểỂỊẆᐯᇌဃỉਵả૾ỆٻẨễᢌẟầẝỦể࣬

Ẵẇᴾ

ẟộẲẺẇᚃࣂẰỮỊẆẒỂẨỦẻẬẆ˂ʴỉʼяễỄử

ίỶὅἑἥἷὊ࢟ࡸኳỪụὸᴾ

ӖẬễẟẇẓểẦẆẒ៲ᡀᐯᇌửẲẺᨦܹᎍࠊൟầẆɟ

ᴾ

ᑍỉ˟ᅈở˺ಅỂẟềӓλửࢽỤủềẦỤẆẸẮ

ˌɥầẆᓛකẰỮỉấẰỮỉấᛅỂẲẺẇᧈ᧓

ẦỤỊẳỜềᐯᇌဃửᎋảڼỜỦẇẓểᎋảỦ૾ầٻ

ỉӕỆ࣎ᑣẪሉảềẪẻẰụẆẝụầểạắằẟộẲẺẇᴾ

Ҟẻể࣬ẟộẴẇᴾ
ᴾ ẲẦẲẆᨦܹ࢘ʙᎍỉᐯᇌဃỉồ࣬ẟỊẒẟếẦ
ỊẆᅶờӐᢋởۑۑέỉợạỆẆᐯᇌဃửẲềಏ

ᴾ

ẲẪỤẶẺỤᑣẟễẇẓễỄỉẆܱỆҥኝễঔủầஇ

Ṽᅶỉỉॖᙸẇᴾ
ᴾ ẰềᓛකẰỮỉấẰỮỉỶὅἑἥἷὊỆࡽẨዓẨộ

ИỆẝụộẴẇẸỉ࣬ẟỊ࠰ửỈỦắểỆെẉểࢍẪ

ẲềẆờạɟʴỉ࢘ʙᎍỉᚃỂẝỦᅶỉỆờẆᛅử

ễẾềẨộẴầẆẸỉൢਤẼỊẆᚃࣂẰỮởԗỉʴ

ᎥẨộẲẺẇᴾ

ᢋỆạộẪˡảỤủẵẆẸỉൢਤẼửࢍẪਤẾẺộộἃỴ

ᴾ ẐˌЭẦỤẆஜʴỊẒᐯᇌဃửẲẺẟẓểẆӝၸỉợ

ἭὊἲởၲᜱᚨồλửẲềẲộạẆẸỉợạễ

ạỆᚕẾềẟộẲẺẇỔẺụẆỮẻụẴỦẮểầᩊẲ

ࡇ៲˳ᨦܹᎍࠊൟầẆٶẪẟỦỉỂỊễẟẦể࣬ẟộ

ẟɥỆẆᚕᛖᨦܹờࢍẪẝỦỉỂᐯᇌဃửẲẺểẲề

ẴẇỂẴẦỤẆᐯᇌဃỆݲẲỂờঔủở࣬ẟầẝỦ

ờʼяỉἪἽἣὊẰỮỆạộẪᐯЎỉॖ࣓ầˡỪỦẦ

࢘ʙᎍỊẆᐯЎỉԗụỉʴẺẼỆẒᅶỊᐯᇌဃửẲ

ỄạẦễỄỉ࣎ᣐầẟếờẝụẆʻộỂऒ܇ỉᐯᇌဃ

Ẻẟẇẓểẟạࢍẟ࣬ẟửˡảềẟẾềẪẻẰẟẇẸạẴỦ

Ệ៊ỚЏủộẶỮỂẲẺẇʻׅỊஜʴỉॖ࣓ờؙẪẆ

ẮểỂẆஇИỊấỗỨậẻẾẺᐯᇌဃồỉỶἳὊἊầẆ

ܼờᙸếẦẾẺỉỂẆᚃểẲềࣖੲẴỦẮểỆẲộẲẺẇ

Ẹỉᢊሂầെẉểφ˳ႎỆᙸảềẨềẆẸủẦỤᐯᇌ

ẟếẦỊẆᚃầ˳щầᓳẼềஜʴỉʼяỂẨễẪễỦ

࣎ờộẴộẴᏋẾềẪỦể࣬ẟộẴẇᴾ

Ắểửႊờ১ჷẲễầỤẆờạݲẲờạݲẲể᪴ࢌẾềẨ

ᴾ

ẺếờụỂẴẇẲẦẲẸủầẆஜʴỉൢਤẼỉɥỂਃ

ᴾ ẰềẆᛠᎍỉႏẰỮỊỄạ࣬ỪủẺỉỂẲỢạẦᾎặ

ỆễẾềẟẺợạỂẴẇʼяầᩊẲẟỖỄẆẟỨẟỨễ

ọẆắॖᙸễỄấᎥẦẶẪẻẰủịẆạủẲẪ࣬ẟộẴẇᴾ

૾ỆẆᚃầΨൢễạẼỆ᧓ầẦẦẾềờẆʼяỉ૾

ᴾ ẸủỂỊẆഏׅỉἥἷὊἯỶὅἚờẆấಏẲỚỆẇᴾ

ඥửˡảềẟẪẮểầ࣏ᙲẻể࣬ẟộẲẺẇᴾ

ᴾ

ᴾ ࡇᏯࣱၡểẟạᒵửᏑẾềẟềờẆൢਤẼ

ਃ࢘Ẇ᭗ဋᴾ ී࣓ᴾ
ᴾ

ỆỊᨦܹầễẪࠎஓởٹỊẺẪẰỮ੨ẟềဃửẲềẟ
ỦợạỂẴẇᚃỉᅶỊɧখẰẻẬ࣬ẾềẟộẲẺầẆܱ
ᨥỆᐯᇌဃửڼỜềẆᚃỉ࣎ᣐỊẻỮẻỮểᕓỤẟ

ᴾ

ỂẨộẲẺẇஜʴờࢹẉỆᐯᇌဃỆᐯ̮ửขỜẆဃ

ᴾ
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ᵬᶍᵌᾁᾇᴾ
 ᛠᎍƷ
ᛠᎍƷႏƞǜŴ
ƞǜŴƜǜƴƪƸŵ
ƜǜƴƪƸŵƞƯʻׅ
ƞƯʻׅƸ
ʻׅƸŴᐯᇌဃǛƠƯƍƯƷ
ᐯᇌဃǛƠƯƍƯƷွբ
ǛƠƯƍƯƷွբŴ
ွբŴ
ȘȫȑȸƞǜƷʴɧឱ
ȘȫȑȸƞǜƷʴɧឱƷƜƱƴƭƍƯ
ʴɧឱƷƜƱƴƭƍƯŴ
ƷƜƱƴƭƍƯŴᅶƕڎኖǛƠƯƍǔ
ڎኖǛƠƯƍǔʚ
ǛƠƯƍǔʚƭƷȘȫȑ
ȸᢔʙಅƷ
ᢔʙಅƷ૾ƴŴƍǖƍǖƓ˨
ƍǖƍǖƓ˨ƍƠǇƠƨŵ
ƍƠǇƠƨŵ

䂾↢ᵴ䈱
↢ᵴ䈱᭽ሶ㩷
᭽ሶ㩷
⑳䈏⥄┙↢ᵴ䉕ᆎ䉄䈩䋳࿁⋡䈱ᤐ䇮䈇䉐䈇䉐䈭䈏
䈅䉍䉁䈚䈢䇯ᭉ䈚䈇䈖䈫䈪䈲䇮䈇䉐䈇䉐䈭䊓䊦䊌䊷䈘䉖
䈢䈤䈫ઁᗲ䉅䈭䈇䉕䈚䈢䉍䇮ੱ䈏⸰䈰䈩᧪䈩⥄┙

䈲㔍䈚䈇䉋䈉䈪䈜䇯䈪䈜䈎䉌䈲䇮ᣂ䈚䈇䊓䊦䊌䊷ᵷ㆜
ᬺᚲត䈚䉕䈚䈩䈇䉁䈜䇯㩷
㩷
䂾⧯䈇䊓䊦䊌䊷䈘䉖䈲ዋ
䈇䊓䊦䊌䊷䈘䉖䈲ዋ䈭䈇䈱䈎䋿
䈭䈇䈱䈎䋿㩷

↢ᵴ䈱᭽ሶ䉕䈮᧪䈩䈒䉏䈢䉍䇮ㄆ䈎䈦䈢䈖䈫䈪䈲䇮䈤

㩷 ৻⥸䈱ஜᏱ⠪䈱䋲䋰ઍ䉇䋳䋰ઍ䈱⧯䈇ੱ䈢䈤䈏䇮

䉊䈉䈬৻ᐕ೨䈮䇮䈠䉏䉁䈪䉖䈪䈇䈢䊊䉟䉿䈏䇮⓭ὼ䈱

䇸ਇᴫ䈪䈏䈭䈇䋣䇹䈫䊁䊧䊎䈫䈎䊤䉳䉥䈪⸒䉒䉏䉎

┙䈤ㅌ䈐䈫⡞䈐䇮㕍ᄤ䈱㔽㕂䈪䈚䈢䇯㩷

ਛ䇮৻ᣇ䈪⑳䈢䈤䈱↢ᵴ䉕ᡰ䈋䈩䈒䈣䈘䉎䊓䊦䊌䊷䈱

ౣ䈶䇮㊀ᐲ㓚ኂ⠪Ꮢ᳃䈏䉂䉇䈜䈇ኅ䉕䈧䈔䉎䈢

䈮䈲䇸⥝䈏ᜬ䈩䈭䈇䋣䇹䈫⸒䈉䈱䈲䈣䉐䈉䈫䇮

䉄䈮䇮ኅ⾓䈏䈒䊋䊥䉝䊐䊥䊷䈭䈬䈱෩䈚䈇᧦ઙ䉕䉪䊥

䈇䈧䉅᧪䈩䈒䈣䈘䉎䊓䊦䊌䊷䈘䉖䈏᧪䉌䉏䈭䈒䈭䈦䈢䈫

䉝䈜䉎ኅត䈚䈏ᆎ䉁䉍䉁䈚䈢䇯࿁䈲䇮䈇䉐䉖䈭ᣇ䇱䈱

䈐䈮ᕁ䈦䈩䈚䉁䈇䉁䈜䇯㩷
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ቢో䈭⥄┙↢ᵴ䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉁䈜䇯㩷
㩷
䂾䈱
䈱⑳䈱䊓䊦䊌䊷䈘䉖ᖱ
䈱䊓䊦䊌䊷䈘䉖ᖱ㩷
ᖱ㩷
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䊦䊌䊷䈮䈭䉍䈢䈏䉌䈭䈇䈱䈪䈲䋿䇹䈫⡞䈇䈩䉂䉁䈚䈢䇯

䈱⑳䈱䊓䊦䊌䊷䈘䉖ᖱ䈲䇮䇸䌎䌐䌏ᴺੱ▘㕙Ꮢ

ਣᯅ䈘䉖䈲䇮䇸ᤨ⛎䈣䈔䈪䉂䉎䈫䇮䈔䈚䈩৻⥸ડᬺ䈫Ყ
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【掲載日：2007 年 3 月 31 日】
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【掲載日：2007 年 11 月 30 日】
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髙田さんの介助職員として
事業課企画係

伊佐常和

私は、髙田浩志さんの介助者職員として採用されて以来 15 年、髙田浩志さんの仕事と身辺
介助のサポートさせて頂いています。
介助者職員になって 2 年目に、上司の方から「重度身体障害者職員の介助者職員の立場か
ら、素直な感想や意見を書いてくれ」との話があり、
「事業団だより」に寄稿させて頂きまし
た。そときの題が「新しい労働観の旗手として」でした。私が「新しい労働観」と考えたの
は、効率優先で仕事に人間を合わせるものでなく、人間に仕事を合わす働き方です。重度身
体障害者職員である髙田さんにとって、何が自己実現できる仕事なのか、髙田さんと共に私
も考え試行錯誤してきました。
今回の「ビューポイント特集号」を作成するにあたり、過去の「ビューポイント」を読み返
し、その当時を振り返ることで、あらためて髙田さんの自己を実現していく姿を確認しました。
髙田さんは「働く」ことを通して、職場だけでなくいろいろなフィールドの人たちと関わりを
持つことができ、そして刺激を受けることで成長しています。同様に、介助者職員の私も成長
させてもらっています。
障害者事業団は、髙田さんにとって自己実現できる仕事を発見し、構築する場を提供しても
らえた恵まれた職場だと思います。重度身体障害者職員である髙田さんにとっての啓発という
仕事は何なのか、それは髙田さん自身が存在している、ということから始まるのだと思います。
障害特性を活かした独自のスタイルの啓発を行うことが、髙田さんの仕事であると私は考えて
います
またプライベートでも髙田さんと関わらせてもらい、重度身体障害当事者の自立についても
勉強させてもらいました。「生活すること」と「働くこと」は両輪で、その両輪で人は生きて
いくのだと思います。
今回の「ビューポイント特集号」は、
重度身体障害当事者の「生活していく
こと」についての事柄を特集していま
すが、
「生活すること」の保障がなけれ
ば、「働くこと」ができません。「働く
こと」の保障がなければ、
「よりよい生
活」を追求できません。
地域で自立生活をして働き続けると
いうことは障害の有る無しにかかわら
ず誰もが求めることができるものとし
て、重度身体障害当事者が自立生活で
きる社会環境を、あらためて今回の「ビ
ューポイント特集号」で考えていきた
いと思います。
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生きた啓発主体としての髙田さんのこと
事務局長

栗原

久

髙田さんに、連載依頼をする際、ちょっとした議論が内部であった。
「市広報紙に、職員が
個人の考えを載せることなどないのに、
（外郭団体である）事業団がそんなことをして大丈夫
だろうか」という、ある市出向職員の懸念が発端である。
「部長ブログ」や「新人職員奮闘記」
が、市ホームページで発信される今考えると滑稽かも知れないが、当時は真面目に議論して
いた。
「重度障害者の髙田さんの発言は、個人的見解ではあっても、私たち健常者が気づけな
い重要な視点を含んでおり、それ自体が啓発である」といった説明をした記憶がある。市出
向職員と、私たちプロパー職員は、こうしたやりとりを、時には激しく行っていた。市出向
職員がいなくなり、今では、懐かしい思い出でさえある。異質な文化がぶつかると、かえっ
て本質を考えざるを得ないし、またお互いが説得を試みざるを得ない。
異質といえば、髙田さんは異質である。全面介助の必要な重度身体障害者は、果たして賃
労働の世界にどれ位おられるのだろうか。以前、寝たきりの方が、ビデオテープのダビング
の仕事で、どこかの社会福祉協議会に雇用されている話を聞いたことがある。この話もなる
ほどと思ったが、髙田さん採用に際しても、どんな仕事をしてもらうか、事前に議論をした。
給料を出しても、実際に仕事がないのでは事業団の名折れだし、第一、本人に申し訳ない。
現在は、主に機関誌や視察対応、学校への講演など、彼でないとできないことをしてもらっ
ている。
しかし、こんなこともあった。事務所と市役所との連絡便配送をしてもらっていた頃のこ
とだった。ある日、市役所で、観葉植物リース入れ替えをしていた緑化作業チームと一緒に
なったようだ。同じ緑の制服を着た知的障害者メンバーの行く方向を、少し離れて移動して
いた髙田さんと介助者。それを目撃していたある方が、後日、しんみり私に助言してくれた。
「車イスの彼、実際に、観葉植物の入れ替えするではないのに、一緒について歩くだけでは、
仕事づくりになってないのでは」と。もちろん、大笑いしながら、事実を説明したが、ちゃ
んと、そうした視点で見ていただける方がいることに、ありがたさを感じた。
そう、髙田さんは、まぎれも無い労働者である。その意味で私たちと全く同質である。そ
して組織の一員でもあり、私は、彼にも、組織決定上のルール等をしっかりと説明するよう
にしている。しかし、彼が働き続け、また自立生活を続け
るには、制度と格闘し、自分の障害や介助方法を伝えと、
日々奮戦しなければならない。彼にとっては、異質なのは
社会や我々の方である。髙田さんが「ビューポイント」を
通して、訴えたいのは、そうしたお互いの違いの存在と、
その違いを包み込むインクルーシブな社会のあり方ではな
いだろうか。これからも事業団の職員として生きた啓発を
行ってほしい。
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「ビューポイントの特集号」は、いかがでしたか？

私が考えているのは、「３６５日

２４時間介助者の必要な障害当事者でも、住み慣れた地域の中で、いろんな仲間たちと働
きながら、いろいろな生活のサポートを受けながら、自立生活ができる社会になったら良
いな。」です。この考え方が、もっと社会の中に広がっていけば良いな、と思っています。
（髙田）
今回の「ビューポイント特集号」の原稿を書かせて頂きながら、しみじみと髙田さんと
共に働いてきた１５年間を思い出していました。光陰矢の如し、です。
「ビューポイント」
は髙田浩志さんの仕事の足跡です。そしてこの「ビューポイント特集号」は介助職員とし
て働いてきた私にとっても、１５年間を整理するとても意味のあるものです。このような
機会を頂けたことに感謝しています。
そして、２０１３年度の障害者問題連続講座第２回目に、髙田さんが提案した「重度身
体障害当事者の自立生活について」のテーマが採用され、髙田さんはパネリストになりま
(伊佐)

す。是非、この講座にもお越し下さい。
≪平成 2５年(2013
５年(2013 年)度障害者問題連続講座の
度障害者問題連続講座のご案内≫
ご案内≫
「地域にこだわり、地域を問い直す」（全 3 回【第 1 回目は終了】）
【第２回】「重度障害者の地域生活とは～それぞれの自立観、共生観をもとに」
○日時：201４年２月２１日(金)
○講師：片野坂

午後６時 30 分から午後８時 30 分

和幸氏

特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会
小泉

祥一氏

豊能障害者労働センター

髙田

浩志氏

一般財団法人箕面市障害者事業団

事務局長

代表
職員

○開催場所：箕面市立障害者福祉センターささゆり園（箕面市西小路 3-9-9）
【第３回】「何故、いま、司法福祉か～排除の論理から共生の実践への架け橋として」
○日時：201４年３月２０日(金)
○講師：松友

了氏

午後６時 30 分から午後８時 30 分

一般社団法人社会支援ネット・早稲田すぱいく
社会福祉士/関西福祉大学

客員教授

○開催場所：箕面市立障害者福祉センターささゆり園（箕面市西小路 3-9-9）

KSKQ

障害者事業団だより特別号
害者事業団だより特別号
発行日／２０１４
発行日／２０１４年２月２８日
２８日

編集人／一般
編集人／一般財団法人箕面市障害者事業団（理事長
一般財団法人箕面市障害者事業団（理事長 岡 猛博）
猛博）
〒 ５６２－００１５ 大阪府箕面市稲１－１１－２ ふれあい就労支援センター４階
ＴＥＬ ０７２－７２３－１２１０ ／ ＦＡＸ ０７２－７２４－３３８３
ホームページ http://www.minoh-loop.net/
Ｅメール
info@minoh-loop.net
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