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第１７号

2015 年 1 月 13 日

　皆さま、2015年をどのようにお迎えでしょうか？

　元旦からの大雪で、ほんとうにびっくりの年明けでしたね。

　2 年前に続き、師走に入ってからの選挙、それも、何のためのものかよくわからない、争

点がはっきりしない（させない？）やり方で、投票率は過去最低という結果になりました。

　そうして、私達に直接関わる形（介護報酬の引き下げ）という変化がやってきます。

　10 月頃に財務省から「介護職員の給料は他の業界と比べてちょっと低いけどたいした事

ではない」ということで、引き下げの方針が出されました。国家公務員は、2014 年度から

基本給与の引き上げが行われ、ボーナスに至ってはおよそ２０％アップとなっています。

　どこがどうなってそんなことが考えられるのか？　本当にびっくりです。　

　まーぶるは今年、法人設立から 5 周年を迎えます。中京区での新規事業についても、建

設工事が始まり、順調にいけば、6月あたりに開設ができるのではないかとおもっています。

　法人として、一つの節目を迎えます。職員の入れ替わりも有りますが、設立当初の、どんな

人も地域の中で生き生きと、それぞれの色を大切に、そして、

どの人も人権が守られる社会にしていきたい。という願いを

忘れず、ぶれずに一歩一歩進んでいきたいと思います。

　利用者様、ご家族様はじめ、会員様、地域の皆さま、そして、

物心両面で様々にご支援いただいています皆さまには、こ

れまでのご支援に感謝いたしますと共に、今後ともさらな

るご支援ご協力をお願いいたします。

2015年 1月

新しい年のご挨拶を申し上げます

理事長 福富恵美子



　昨年 6 月 22 日の法人総会において皆さまにご承認いただき、 本格的に動き始めた新規事業についての現況をお知らせいたします。　総会後すぐに、 建設資金の融資をしてくださる金融機関との相談を始めましたが、 蓄財の無い NPO 法人 （NPO 法人は蓄財をしてはいけないのですが） への融資はなかなか難しく、 大手からは色よいお返事はありませんでした。 そのなかで、 京都市内の NPO 法人への融資を積極的に行っておられる、 滋賀銀行さんがご協力していていただけると言うことになり、 融資が決定いたしました。 　　それを受けて、 それまでに着々と準備をしておりました建物建設を1 月 5 日から開始しました。 また、 看護師、 セラピスト、 保育士などの職員についても現在順次面接などを行っています。 できるだけ早急に職員体制についても決定し、 中身についての検討をしていければと思います。
　平面図をご覧いただけますでしょうか？　二条駅から徒歩 5 分ほどの街中にあります。 広さはありませんが、3 階建てにすることで、 フリースペースを設けることができました。　１階はエントランスと相談室、 事務スペースです。 2 階が今回立ち上げる重症心身障害児デイサービス（放課後デイ）です。3階をフリースペースとしていますので、 何に使っていただいても良いようにしています。 地域の方が集まる場として使っていただいたり、 本人さんだけで無く、 家族さんがちょっと寄ってお話ししたり、 といったことに使っていただいても良いかと思います。

　なお、 この事業を行うについては、 土地の提供を申し出てくださった吉田信吾様 （NPO 法人ハーモニーきょうと） に多大なるご協力をいただいてここまできました。 （土地提供ということだけではなく、 そこに関わる諸手続などの労も執ってくださいました） 改めて感謝いたしますとともに、 今後とも強力な協力者として、 末永いおつきあいをお願いいたします。

理事長 福富恵美子

中京区新事業所について
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1 階 2 階
3 階

平 面 図

壁収納のベッドを

つけていますので、

着替え、 オムツ交

換などもできます。

少し広めの浴室で

す。 大きな浴槽で

ゆっくり入れます。

少し狭いですが、

車椅子の方も入れ

るようにしています。

重心児デイサービスの主

となる部屋です。 床はフ

ローリングですが、 可動

式の畳をおいて、 ゆった

りごろごろできるスペー

スもつくれます。

会議、 イベント、 時に

はお泊まり、 宴会も・・・

天井据え付けのスク

リーンもありますので、 小

グループでの映画会等も可能で

す。

　まーぶる利用者さん、 関係者

のみでは無く、 いろんな方に

使っていただけたらと思いま

す。　（パースの中にはベッ

ドが３台書いてあります

が、 今のところ 1 台を

考えています）



1 階 相談室、 事務スペース

2 階 デイサービス

3 階 フリースペース

外観

パ ー ス

広いスペースの事業所では無いので、 普通に近所のお家に来ていただく感

じで、 登録している利用者さんだけでは無く、 いろんな方が気楽に寄ってい

ただけるような所にしたいと思います。



　昨年 6 月 22 日の法人総会において皆さまにご承認いただき、 本格的に動き始めた新規事業についての現況をお知らせいたします。　総会後すぐに、 建設資金の融資をしてくださる金融機関との相談を始めましたが、 蓄財の無い NPO 法人 （NPO 法人は蓄財をしてはいけないのですが） への融資はなかなか難しく、 大手からは色よいお返事はありませんでした。 そのなかで、 京都市内の NPO 法人への融資を積極的に行っておられる、 滋賀銀行さんがご協力していていただけると言うことになり、 融資が決定いたしました。 　　それを受けて、 それまでに着々と準備をしておりました建物建設を1 月 5 日から開始しました。 また、 看護師、 セラピスト、 保育士などの職員についても現在順次面接などを行っています。 できるだけ早急に職員体制についても決定し、 中身についての検討をしていければと思います。
　平面図をご覧いただけますでしょうか？　二条駅から徒歩 5 分ほどの街中にあります。 広さはありませんが、3 階建てにすることで、 フリースペースを設けることができました。　１階はエントランスと相談室、 事務スペースです。 2 階が今回立ち上げる重症心身障害児デイサービス（放課後デイ）です。3階をフリースペースとしていますので、 何に使っていただいても良いようにしています。 地域の方が集まる場として使っていただいたり、 本人さんだけで無く、 家族さんがちょっと寄ってお話ししたり、 といったことに使っていただいても良いかと思います。

　なお、 この事業を行うについては、 土地の提供を申し出てくださった吉田信吾様 （NPO 法人ハーモニーきょうと） に多大なるご協力をいただいてここまできました。 （土地提供ということだけではなく、 そこに関わる諸手続などの労も執ってくださいました） 改めて感謝いたしますとともに、 今後とも強力な協力者として、 末永いおつきあいをお願いいたします。

理事長 福富恵美子

中京区新事業所について
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まーぶるコラム

　毎日寒い日が続き、こたつやお布団から出るのにひと苦労する時期になってきましたね。さて。今日はまだ

まだ消化しきれていないテーマ。「普通」ってなんだろうということを、一緒に考えてみたいなと思っています。

　「普通」って何って、「普通」やん。って思うかもしれませんね。でも、この「普通」って言葉にしっかりと向き合っ

て考えてみたことありますか？

　「普通」っていう言葉を辞書で引いてみました。『特に変わっていないこと。ごくありふれたものであること。

それがあたりまえであること。そのさま。』

　うん、そうだよね。って思いますよね。じゃあ、その普通の主体は誰でしょうか。私？周りの人？社会？

　「私にとって普通」でも、周りからは「それおかしいよ」とか「普通ちゃうし」なんて言われた経験はないですか？

　例えば…「私は、休みの日は洗濯物を片づけたり、掃除をしたり、買い物したりして過ごすのが普通」と思っ

ていても「休日はゆっくりするのが普通でしょ」という人や「せっかくの休みなんだから、出かけないと！」っ

て考える人もいるでしょう。

　「普通」ってとっても簡単で便利な言葉だけど、その「普通」って実はとっても難しい言葉なんじゃないかな？

と思っています。

　昔聞いたお話しですが「10 センチの物差しを持ってる人が 2 人いても、その目盛が 1 センチ単位か 1 ミリ

単位か、あるいは 5 センチの目盛しかないのか…それぞれ違うんだよ」というような話を聞きました。想像し

てみてください、同じ 10 センチの物差しが目の前にあります。その目盛が 1 センチ単位のものと 1 ミリ単位

のものだとします。それぞれの定規で 3 センチを測ってみてください。

　これは簡単にできましたね。じゃあ、3.5 センチを測ってみてください。1

ミリ単位のものだときっとすぐに測れるでしょう。じゃあ、1 センチ単位のも

のではどうですか？

　きっちり 10 等分頑張られた方や、だいたい半分くらいで測られた方、面倒

だってやめちゃった方。いろいろおられるかもしれませんね。

　そう。同じ、10 センチの物差しでも目盛の単位が違えばその難しさは変わってきます。

　じゃあ、これを改めて「私」に戻してみましょう。せっかくなので、ここでも定規に出てきてもらうことに

します。「私」はどれくらいの大きさでしょうか。また、どんな目盛でしょうか。そして、お隣や目の前にいる

人の大きさはどれくらいでしょう。また、どんな目盛でしょう。

　そして、「私」にとっての「普通」って何センチくらいでしょうね。そして、目の前の「相手」にとっての「普通」

は何センチでしょう。

　書いてみたけれど、結局消化不良な「普通」という言葉。次はもっと消化不良を起こしそうな「障がいと普通」

をテーマにしてみましょう。

「普通」って？ 大橋 奈緒子
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編集後記編集後記 　2015 年がスタート！

　京都では、めずらしくお正月に雪が降り、近所の子どもたちが

小さなかまくらを作って遊んでたり、家のまえの雪かきをしたり

など、ここ最近ではめずらしい年明けとなりました。

　事務所も 2日から徐々に通常業務を開始！

　請求事務は年末年始は関係なく、通常の日程・・・

・゚ ・(PД`q｡)・゚ ・ 

　さ て さ て、今 年 も ま ー ぶ る 通 信、Facebook や

YouTube などの多くのツールで、みなさんにまーぶる

の様子をお届けできれば、と思っております。

　まーぶるのこんなの知りたい！などのリクエス

トがありましたら、いつでも受け付けております。

きっと宣伝部長が体をはってくれます！（きっと・・・

高田

　事務所も 2日から徐々に通常業務を開始！

　請求事務は年末年始は関係なく、通常の日程・・・

　さ て さ て、今 年 も ま ー ぶ る 通 信、Facebook や

YouTube などの多くのツールで、みなさんにまーぶる

の様子をお届けできれば、と思っております。

　事務所も 2日から徐々に通常業務を開始！　事務所も 2日から徐々に通常業務を開始！

　請求事務は年末年始は関係なく、通常の日程・・・

　このたび一身上の都合により２月１１日付けをもちまして退職させていただきます。

　登録のヘルパーの時からまーぶるを利用していただいている利用者様、 ご家

族様には大変お世話になり、 またかわいがっていただきありがとうございました。

　在職中にまーぶるで出会えた方々や、 まーぶるを支えてくださっている方々に

は感謝の気持ちでいっぱいです。 数多くの貴重な出会いをさせていただきました。

　私は京都市外から通勤しておりましたが、 自宅から近い勤務地で新たな出発

を始めたいと思います。

ありがとうございました。

山田美千代

退職のご挨拶


