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誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2016 にお越しくださったみなさまへ 

ご挨拶  主催者代表:李 国本 修慈 

今年も伊丹のフォーラムにお越しいただきありがとうございます!。毎年この時期、台風

を気にしつつ(数年前のしぇあーど 10 年の会の際には大雨で大変でした)ヤキモキするので

すが、今年も案の定 9 月に入ってから次々に台風さんはやってきまして、当初の予報では

台風 16号がマトモ!と冷や汗がでましたが、速度を落としながらの接近という事でなにより

です(にしても各地で起こる様々な災害に対して備えたり、しっかりと思いを馳せることを

これからも大切にしていきたいと思います)。 

さて、今年のテーマは、と言っても毎年同じようなことをラーの会※1 と共に行っている

のですが「～変わらんもんを持ちつづけ おもろがることをいつまでも～」という言葉を

添えてみました。 

いつの間にか時は 2016年になりまして(私なんぞも軽く 50歳を超えてしまい浦島太郎の

如くです…)。思い起こせば(今回はなんとなく昔話風ですいません…)社会福祉基礎構造改

革とやらで新たな福祉社会の実現等といわれながら始まった 2000年の介護保険制度から 3

年後の支援費制度、それから更に 13年…、私なんぞも、と言うよりも、今日もお会いする

みなさん一人一人がお歳をとられる訳ですね…(すいません、直ぐに話がそれてしまいます)。 

この十数年、様々な制度や法律が整備され(コロコロと変わったりもして大変だったりで

したが^^;)、2000年以前と比べると大きな改革が行われたといえるのかも知れません。只、

私なんぞの実感としましては 90 年代の頃にさかんにお聞きした「拠り所がない」「助けて

もらえない」等の言葉が今も変わりなく有り続けている(確かに数は減ったのかも知れませ

んが)ということです。 

更にそうした法制度の整備に伴い、例えば計画相談や意思決定支援という文言が現れ、

法制度によって(以前よりは)暮らし易くなったとも言えるのかもしれませんが、法制度に依

らなければ(法制度の中でしか)暮らして(あるいは生きて)いけなく(あるいはいき難く)なっ

ているようにも思えてなりません。 

もちろん法制度の整備・充実を非難するものではなく、それのみに嵌っていく(まさに私

たちの法人の足跡の様です)こと、即ち目の前の人を「障害児・障害者として」(しか、ある

いは、のみ)支援する＝(あたりまえに先ずは一人の人である筈が)その人を「障害児・障害

者」としてしまうことに大きな危惧を抱くものです。 

数年前のフォーラムに登壇していただいた五十嵐正人さん※2は、度あるごとに【「障害者」

を差別してはいけないのではない。人間を「障害者」に差別してはいけないのだ】と述べ

られています。 



「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム」その「誰も」は決して障害者(も)等ではなく、

「お一人おひとりの人が」という意味であることを確認しながら進めていければと思って

います。 

今回も横浜市から超っ!ステキな皆さんにお越しいただきました。迎え撃つ?(^^;)大阪市か

らもウルトラっ!けったい※3なみなさんにいらしていただきました。更に全国各地から様々

な方々がお集まりになっています。私にとりましては年に一度のお祭りみたいなモノでし

て(しょっちゅー祭りみたいな感じでもあるのですが^^;)、2016年 9月 17日をみなさんと

「おもろい日」にしていけることを確信しています^^;。 

午後からは毎度お馴染みのソプラノ漫談師・青野浩美さんの歌声と双子姉妹(のようなお

母さま^^;)の青野真弓さんのピアノによるコンサート(オマケに「しぇあきっずバンド」の

演奏もあります)、美味しい(と思います^^;)鴻池(私たちのアジトの地名です)の誇る「すみ

れ家」さんのお菓子もご用意しています。 

ぜひ新たな出会いや新たな感覚(価値観)に触れていただければと願っています。 

なんにしても、今回のテーマそのまんま、「変わらんもんを持ちつづけ、おもろがること

をいつまでも!」。一生懸命おもろがりましょう^^;。 

1. ラーの会:「重症心身障害児者といわれる方々らと共に生きる会」の略称。配布資料の最

後に設立趣意書等入れさせていただいています。絶賛会員募集中です。 

2. 五十嵐正人さん:千葉県柏市で「ばおばぶ」というお家で裕子さんや弓子さんという障害

者といわれてしまう方々らと暮らしながら様々な活動をされています。今回の配布資料

に五十嵐さんが書かれた【「津久井やまゆり園」殺傷事件から考える二つのこと】も加

えさせていただきました。ぜひ一読ください(長いですが^^;)。 

3. けったい:ラー世界(?、、ですいません)では最上級の褒め言葉です。 

http://www.kangaeyo-kai.net/ 

 



10:15～東西のけったいなみなさん!! 
最初のセッション。表記の通り、今回は横浜市と大阪市(全国ツートップの政令都市です!、

が、どーなんだ?ですが^^;)から鈴木幸子さん＆訪問の家スタッフみなさん(横浜市代

表!^^)、北村佳那子さん＆チームかなこのみなさん(大阪市代表!^^)にご登壇いただきます。 

先ずは横浜市の誇る!鈴木幸子さん。通われています「サポートセンター径(みち)」やお

住いになられています「ふぉーぴーす」を運営されています社会福祉法人訪問の家につい

ては今更のご説明も不要でしょうが(いちぉー訪問の家さんの運営されている事業所一覧

を配布資料に入れています)、その法人(30 年以上の歴史があられます!)と正に共に歩んで

こられた幸子さんっ!!(お幾つなんでしょーね?…名里さんや田崎さんと同い歳とか^^;)。 

今回はお住いになられていますグループホームでのこと、日々の諸々(ほんとにいろんな

ことがあるのかと思います)をお伝えしていただく予定です。 

せんだっては幸子さんにお会いしに横浜に行かせていただきました。私はこれまでに結

構な数のグループホームとやらを見学等させていただいた経験があるのですが、幸子さん

のお住いの「ふぉーぴーす」さん、以前にお邪魔させていただきました「きゃんぱす」さ

ん(こちらも訪問の家さんが運営されていまして、私が知るところでは日本で最も「おもろ

い」グループホーム!と思ったもんです)に劣らず「けったい」な空気感溢れたお家でした。 

ご一緒に暮らされています 3 名のみなさんもそれぞれがなんともステキな存在感を放た

れていました。もちろんその日はみなさんと宴会!!で楽しい 1日となりました。 

そして幸子さんはウン十年来の松山千春さんのファンということで、幸子さんのお部屋

は千春さんだらけっ!(実は数年前にも幸子さんのお部屋を覗かしていただいたのですが、

更にグレードアップっ!)。まぁ楽しい一面を見せていただきました。 

      

 もちろん楽しいばかりの暮らしではないでしょうが、そんなことも含めてお話しを伺

いたいと思います。 



続きまして、対する西の横綱っ!(^^;)、たぶん(私が思うに)アクティビティ感で言うと

日本一、あるいはアジアか世界一っ!のように思います「かなちゃんコト北村佳那子」さん

にお話しいただきます。 

佳那子さんに関しましては「かなこちゃんの暮らし」という本(明石書店)にもなってま

して、ここいら(大阪近辺)では有名人^^;。そんなかなちゃん、私も仲良くさせていただい

ておりまして、これまでに何度かご自宅にお邪魔させていただきとっても美味しい恵子さ

ん(かなちゃんのお母さん)のお料理をいただきながらチームかなこのみなさんやお父さん

と宴会させていただいたり…。ほんとっに楽し(過ぎる)い「チームかなこ」さんです^^;。 

幸子さんにしてもかなちゃんにしても、やっぱり宴会は大切なんや!と改めて、です。か

なちゃんとは「呑み友」としてこれからも仲良くしていただきたいなーと思っています。 

        

そんな佳那子さん、ステキなみなさんとの「チームかなこ」として平成 27年度糸賀一雄

記念未来賞を受賞されました!(配布資料の中に糸賀一雄記念財団広報誌も入っています)。 

佳那子さんを語る際、やっぱり冒頭にも記したとおりのアクティブ加減っ!かと思ってま

して、私も数年前にご一緒させていただいたラフティング(四国の山の中です^^;)、もー7

年も続けて通っておられるそーです。そんな「かなちゃん」に吸い寄せられるように集ま

る「チームかなこ」のみなさん。今回もそのけったいメンバーの筆頭(?^^;)山崎秀子さん

もいらっしゃいます。幸子さんの周囲にも同様なけったいな人たち^^;。人と人との関わり

の「おもろさ」を東西みなさんからお聞きしましょう^^;。 

   

山崎さん 



11:45～「しぇあきっず」の子どもたち 
午前の締めは私ども有限会社しぇあーどが運営します児童発達支援及び放課後等デイ

「しぇあきっず」の誇る!(たぶん^^;)ハルカス・いとーコト伊藤悠(はるか)さんに「しぇ

あきっず」にいらっしゃる子どもさんたちから感じたことをお話ししていただきます。 

放課後等デイ…、この数年、筍の如く次々と出来てきた感が満載なんですが、そこでも

なかなか重症児等といわれてしまう子どもさんたちの通える事業所は少なかったりで…な

んてことは周知の通りだと思います。只、私たち、何かと少数派といわれる方々や受け入

れられ難いとされる方々を支援させていただいているような感覚になってしまったりする

のですが、私たちが整え作ることで、それらの子どもたちの居所(居場所)は此処でしかな

いような錯覚に陥らないようにと注意したいものです。 

冒頭のご挨拶に記させていただいたように私たちは歳を重ね、どんどん「お爺・お婆」

と化していくのでしょうが(どんどん若返るような方もいらっしゃいますが^^;)、この間、

少子化と言われながらもたくさんのステキな子どもたち(私どもの法人のご利用者でもあ

る子どもたちやスタッフさんや関係者みなさんの子どもたち等)と出会わせていただき、彼

女彼らに「さぁ法制度は整ったよ、このレールの上ででしっかり生きてね」等と言うつも

りは全く無いのですが、「昔は良かった」(もちろん良かったのですが^^;)のみではないモ

ノ・コトをお伝えしなければと思うところです。 

そんな(伝えなければと思えるコトの)ヒントを子どもたち自身ひとり一人が私たちに発

信しているようにも感じます。生まれてから、あるいは生まれる前から命を長らえること

は難しいといわれた子どもたちや存在すらをなかなか知られていない(あるいは知られな

い)子どもたちの「力」や「はたらき」は本当に存在するんだろうか…?。そんなことを私

個人的には「しぇあきっず」や「しぇあーど」の誇るっ?!!若い(若くなくても良い^^;)ス

タッフみなさんたちにはトコトン考え抜いてほしいなーと何時も思っています。 

超重症だとか遷延性意識障害等と(勝手に)いわれちゃう彼女・彼らの思いを、確かに解

り難いモノであるのでしょうが、これも繰り返しお伝えしたい「解らんことが無いとは限

らない」(解らんことを無いことにしない、というよりも、無い訳がないっ!)ということ、

そしてそこに間違いなく「在る」人・子どもたちひとり一人の「思い」を感じ、共におも

ろがる中から溢れだす彼女・彼らの「はたらき」を感じ取れるのかと思ったりしています。 

「わからない」ところからしか始まらないステキな発見をたぶん(^^;)お話ししてくれる

のかと思います。ご期待ください!(だいじょーぶかしら?^^;)。 

11:40～ランチタイムっ!! お昼ご飯、ぜひ伊丹の街をご散策が

てらお出かけください。簡単なマップもご用意していますのでご活用ください。 



13:00～ソプラノ漫談!!＆しぇあきっずバンド 
午後からは毎度お馴染みかつお楽しみのソプラノ漫談師・青野浩美さんのコンサートで

す!^o^;。今年はいつものコンビ新真由美さん(ピアニスト)のご都合が合わず、浩美さんの

お姉さん(のようなお母さん)・青野真弓さんがピアノの演奏をしていただけます。 

浩美ちゃん(と普段は呼んでいますので)とはここ数年随分と仲良くしていただいてまし

て今年の 2月には一緒に流氷を見に行ったりしました(結局は見れず…でしたが^^;)。相変

わらずのバイタリティ溢れた人柄と「しゃべくり」と「歌声」の音のギャップが有り過ぎ

やろ～!と思いつつ、何度聞いても泣かせる味っ!(かんなり高等な褒め言葉です^^;)の歌声

(のみならずトークもですね)をみなさんと一緒にお聴きできることを楽しみにしています。 

そんな浩美さんの母・真弓さんについても少し触れておこうと思います。まぁ、初めて

お会いする方は皆、「そっくり～っ!」と唸ってしまう程のお二人でして、遺伝子学のなん

たるかを考えさせられたり…です。でも真弓さんは音楽の先生です。なんのこっちゃです

が、真弓さんも(私の知る限り)爽快・前向き、とっても明るいお姉さんです^^;。 

そんなお二人なんですが、私どものアジト(こうのいけスペース:法人の事務所です)には

随分前に、お二方からいただいたサイン色紙が飾ってあります。浩美ちゃんは毎度お馴染

みの名言「前例がなければ作ればいい」と書かれているのに対し、母親でもある真弓さん

の記した言葉は(なんとっ!!)「なるようになる」(@;@!←びっくりマーク)なんです。まぁ、

ずばらじ～おかーちゃん!(この人にしてこの子ありっ!)と唸った私自身を思い出します。 

そんな青野浩美さんの本「わたし前例をつくります」が本日もクリエイツかもがわさん

の販売コーナーでお買い求めいただけますので、未だお読みになっていない方は「ぜひっ!」

です。もれなく浩美ちゃんのサインに記念撮影もしていただけるのかと思います。 

お楽しみくださいっ!!。                                 

         

そして青野浩美さんコンサートの前座には「しぇあきっずバンド」のみなさんの演奏も

お聴きいただければと準備しました。しぇあーどスタッフさんを中心に関係者みなさんと

で構成された(まぁまぁ)ステキなバンドだと思います。バンド員も絶賛募集中ということ

でどうぞよろしくお願いいたします。 



14:10～歩いてきた 30 とこれから ～拳を握りながら～ 

午後のお話しは鈴木幸子さんたちと同じ横浜市の訪問の家理事長・名里晴美さんのお話

しです。名里さん、言わずと知れた社会福祉法人訪問の家の理事長さまっ!ということで、

配布資料に入れさせていただいている事業規模をご覧いただいても感じていただける巨大

な法人のっ!ですから色々大変なんですよねぇ…と私なんぞも一法人の代表としましては

思ってしまう訳ですが、毎度お会いする際にはそんなことを感じさせていただけないステ

キな笑顔でお迎えくださいます。 

昨年、名里さんたち「訪問の家」は 30周年を迎えられました(おめでとうございます!!)。

その際に発刊されました記念誌「The road we have walked 歩いてきた 30」を読ませてい

ただいた際に、今回のフォーラムには「ぜひ名里さんっ!」と思い立った訳です。 

今フォーラムのテーマ「変わらんもんを持ちつづけ」は、正にその記念誌の冒頭にあり

ました名里さんの手記「゛変わらないもの゛を胸に」の正真正銘のパクリである訳です^^;。 

 

みなさんのお手元にも配布させていただいた記念誌の見開き 2ページの記事を是非お読み

いただきたいのと共に(あるいはそれ以上に)、掲載されています画像の数々をご覧いただ

ければ、その(変わらないモノの)意味だとか、さらに続く「おもろがることをいつまでも」

(関西弁ですみません^^;)の意味や重要性を感じ取れるのではないかと思ったりしていま

す。25 年ほど前の画像の活き活きさと現在の画像と…名里さんがいっぱいで「こりゃホン

マに名里さんかいな～っ?」と思ったりもしましたが、この事実は正にスゴイっ!と思うの

この方も会場に居ますよ～っ! 

憲さんを探せっ!!^o^;/ 



は私だけでは無い筈です。 

冒頭のご挨拶でも記させていただいた通り、この 10 数年(名里さんたち訪問の家みなさん

にとっては 30 年以上に渡り)の間に変化(法制度の整備等にみられる様々な)してきた流れ

の中で、もちろん流れに身を投じながらといいますか、流れに呑まれるような環境下(もあ

ったであろうでしょうし)に於いても「変わらないものを胸に」持ちつづけるコト、今も尚、

様々な複雑化した流れの中でのそれを胸に持ちつづける思いをみなさんと一緒にお聴きで

きればと思っています。 

西宮市社会福祉協議会の清水明彦さん(元青葉園の園長でもあり、ラーの会の支柱さま等

と慕われる奇人←すいません^^;)が常日頃おっしゃる言葉「保護的に始末する装置から共

に逃げ、相互の主体化に向かう」こと…(なかなか解り難いかも知れませんが^^;)、このこ

とが名里さんと共通した思いでもあり、今回の(と言いますか毎回同じだったりなんです

が)フォーラムのテーマであるのかと思っています。 

「拳を握りながら」…、この言葉も何時でしたか名里さんとのやり取りの中で名里さんご

自身が発せられた言葉です。晴美スマイル!!(と、今、思いつきました^^;)の胸の内、とこ

とんお聞きしてみましょう!!。 

 

↑先日お邪魔させていただきました鈴木幸子さんたちが暮らされています、けったいな

ホーム「ふぉーぴーす」さんの玄関で^^;。名里さんの「拳を握りながら」…、実は「ラー」

ポーズやったんや!!と、これも今気づきました^^;。右側にいらっしゃるお嬢さん(すいま

せん、私と親子ほどの歳の差がありまして)、なんと桂台(朋や径などがある街中)で朋の

方々と共に育った方だそうでして、なんと現在は訪問の家・栄地区グループホームのスタ

ッフとしてバリバリ(いぇ、もっと柔らかな感じです^^;)と働いて居られます。今回、会場

にいらしています。唯(ゆい)ちゃんを探せっ!です^^;(たぶんすぐに見つかりますね^^;)。 



15:30～おやつタイム 
名里さんのお話しの後は、私どもの拠点・伊丹市鴻池の誇るっ!和菓子屋「すみれ家」さ

んの和菓子を食べていただきながら、周辺みなさんとの会話に弾みをつけてくださいっ^^;。 

15:50～みんなで遠くへ! いぇ、トークっ!! 
なんのこっちゃ(全く訳の解らないダジャレですいません)のコーナーですが^^;、とにか

く残った時間をみなさんと語り合いましょう!ということです。 

本日最後のセッションということですが、振り返り…というよりも掘り起こし!くらいで

いいのかな?と思ってまして、できる限り会場のみなさんの声もお聴きしていきたいと思い

ます。壇上には午後からのお話しをお願いしました名里晴美さんと毎年お馴染みの NPO て

くてく理事長(昨年まではトンカツ部長…、ではなく統括本部長でした^^;)尾瀬順次さんに

お上がりいただき進めてまいります。 

さて、1日を通し改めて、冒頭にも記しましたように「誰もが」は「ひとり一人の人」で

あることを確認できましたでしょうか?(というより、できましたよね^^;)。ぜひ最後のセ

ッションではそんなことを思いながらご参加いただければと思います。 

幸子さんや佳那子さん、ご両人と共におもろがるけったいな方々、ほんっとにステキな

子どもたち、一刻でも何かの余韻に浸れることだとか、一緒になって楽しめる・感じられ

る音や歌声、美味しいモノを食べる喜びだとか、なにがどうでも大切にしていきたいコト

を確かめ合うことだとか…。おそらくそんなコト等々が混じり合ったフォーラムになる(あ

るいは、なった)のかと思います。 

まぁ最後のまとめは我らがカラッキー(知ってますか?向日市のキャラクターです^^;)コ

ト尾瀬順次眠理事長(ねむりじちょー:尾瀬さんの得意技が毛利小五郎さんの如く眠りなが

ら鋭く語る!というモノで、そー呼ばれています^^;、いぇ、最近そー呼ぶようにしていま

す^^;)がきれいにおまとめいただけるのかと思います^^;。 

   



17:00～閉会 御礼 
本日は本当にありがとうございました!。フォーラム終了後、みなさん、ほんのり心地良

い気分に浸れてますでしょうか?。みなさんにとって少しでも「おもろい 1日」であります

ことを願っています。繰り返し今回も全国各地からいらしたみなさん、もちろん地元伊丹

や近隣からいらしたみなさん、もー毎年常連のみなさん、ほんとにほんとにありがとうご

ざいます!!。 

そして、しぇあーどスタッフのみなさんも様々な準備からみなさんへのおもてなし(充分

でなかった点が多々あろうかと思いますが…)、ほんとにありがとうございます。今回のフ

ォーラムの舞台上に翳してました横断幕は、しぇあーどスタッフ(以前は来客だったのが何

時頃からかスタッフになられてました^^;)ショッカー(書家にかけてます…解りますよね

^^;)山岸さんが夜な夜な作成してくれました。作成するにあたっての監修は我が法人の幹

事でもあります木戸功さん、イラストはしぇあきっずスタッフさんが描きあげてください

ました。ちなみに「しぇあちゃん」(しぇあーどのロゴ)は伊丹市の誇るイラストレーター:

林やよいさんが生み出してくださったものです。 

また、今回のフォーラムのチラシは昨年に引き続き仙台の佐伯美佳子さんが作ってくれ

ました。地元・鴻池の「すみれ家」さんの和菓子やクリエイツかもがわさんの出版コーナ

ー等々、ほんとにありがとうございます。 

そんなんで今日の日(のような日を…変な言い回しですが^^;)を何度も繰り返しながら

(大変な状況が幾つもあるのでしょうが)諦めず、拳(あるいはビアジョッキ)を握りながら

「変わらんもんを胸に持ちつづけ」「おもろがる」ことを「いつまでもつづけて」いければ

と願っています。 

どうぞみなさん、ご機嫌な日々、あるいは一刻をお過ごしください。 

インフォメーション 
☆ フォーラム終了後、会場は借りつづけていますので時間が許す限り存分に余韻等をお楽

しみください。その際、書籍…青野浩美さんの本等々やラータオル等をお買い求めいた

だければ嬉しいです。 

☆ 渾身会に参加される方は「長寿蔵」で 18 時スタートですので(徒歩 10 分かからない程

度です)間に合いますようにお越しください。場所が解らない方は国本等が同行いたし

ます。長寿蔵横に伊丹のお土産屋さん(主に小西酒造さんのですが^^;)があります(19

時まで)。 

☆ ぜひ、お昼時、おやつ時、終了後、多くの方とお繋がりください。幸子さんに佳那子さ

ん、名里さんに浩美さん・真弓さんとのご撮影等も楽しいのかと思います。 



配布資料 
1. 「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム」と記載された数枚にわたる今回のフォーラム

の手引書?^^;。ちとふざけた書き様ですが、楽しんでもらえればと前々日から前日にか

けて頑張ってこさえました(作りました)^^;。 

2. 社会福祉法人 訪問の家 事業所紹介 まぁすごいっ!と何時も感嘆してしまう訪問の

家さんのそのまんま^^;事業所一覧です。 

3.  (公財)糸賀一雄記念財団広報誌 第19号 この子らを世の光に 北村佳那子さんたち

「チームかなこ」みなさんが受賞されました「平成 27 年度糸賀一雄記念未来賞」につ

いての記事です。 

4. 北村佳那子＊チームかなこ フォトブック販売中! 「夢を持って、つながりの中で生

きる」講演会受付中! 「チームかなこ」さんからのお知らせチラシです!。私も持って

る^^;「フォトブック」!ステキですよんっ^^;。 

5. 誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2016! 生まれてくれてありがとう 歌詞カード

(というには A4サイズで大きいですが^^;) 青野浩美さんが歌っていただく際に^^;。 

6. ゛変わらないもの゛を胸に 理事長 名里 晴美  社会福祉法人訪問の家 30 周年記

念誌 The road we have walked 歩いてきた道 30 から抜粋した一文。名里さんの文

言はもちろん、その画像をじっくりご覧ください!。 

7. クリエイツかもがわさんの BOOK GUIDO 「はねタマ」。豊富なステキ本あります^^;。販

売コーナーには田島社長が直々に(いつも直々ですが^^;)いらっしゃっています。特に

おすすめ本は「青野浩美」ちゃん本以外に「はねタマ」の裏表紙(?)にある「スマイル」

かと思います^^;。熊本のしまもんコト島津智之さんたちのステキな NPO 法人 NEXTEP さ

んの本です。 

8. たけしくんがラーメンをすきになったわけ! 西宮市自立支援支援協議会権利擁護委員

会専属 差別解消法紙芝居作家 清水明彦 そのまんま紙芝居作家:清水明彦さんの原

作文書です。以下のアドレス、あるいは YouTube で検索すると動画(にしのみやインタ

ーネットテレビ)でご覧いただけます。 

https://www.youtube.com/watch?v=N0E-94O7mMQ 

9. 「津久井やまゆり園」殺傷事件から考える二つのこと もうひとつの福祉 五十嵐正人

さん 千葉県柏市「ばおばぶ」五十嵐さんのブログからです。ぜひぜひお読みください。 

もうひとつの福祉 http://mouhitotsunofukushi.seesaa.net/ 

10. アンケート用紙 ぜひ本日ご登壇のみなさんへのメッセージをお願いいたします。 

その他…当日に急きょ配布させていただくモノもあるかも知れません。ランチタイムに街

に出かけられる方は「近隣マップ」がございますので受付にてお申し出ください。 

ぶっつけ作業で書上げた書面で多々の誤字脱字に失礼な表現等ご容赦お願いいたします。 


