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24年度スタート！警
平成24年度がスタートしました。

多機能型礪叢所たんばばとしてこの4月から2年目を迎え、新しい年度のスタートをし

ました。

今年度も、利用者・職員縄に元気良く活動していきたいと考えております。また、ボラ

ンティアさんはじめ地域の皆様の己理解と協力のもと事業所運営できていることに劇を

し、日々を過ごしていきたいと考えております」

お近くにお越しの際は、是姐たんl弧弧こお立ち寄り下さし㌔たんばは全員が笑顔でお

待ちしております。

今年度もどうぞ宜しくお瓢l致します。

たんばぼ祭り＊開催 ☆醐んの花☆

平成24年度のたんばは祭り臥　反骨26β（土ノとなりました！

毎年たくさんのこ支躁・こ協力を得て開催しております。是非皆さん、お越し下さい日
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（写箕ま昨年度の風景です。）
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平成24年4月

たんばぽショップ地域へ出張日
‾、■　t■■

たんばほの利用者さんが心を込めて手作りした商品を蛸の企業やお店へ販売しに出か

けています。こ協力下さっている企業やお店の闇軋lつもありがとうございますム

企業へは従業員さんの昼賭こ合わせて順詰こ出かけています∴今では顔なじみの方や

リピーターが増えたり・・・自分たちが作ったものが売れるのはやっぱり嬉しく、利用者

さんもお専さんの呼び込みや接客を頑張っていま－す！！

傭策湾理化　　ヤマザキマザック㈱　　　リンナイ㈱

スーパー≡心（毎月第2木曜日、午前10：00－11：30）

宣旨轟義博喝に＝鳩劫は殆川こ
嘘－逮捕軋才衷すさ

たんばぼ商品の販売先は‥曽？

☆　扶桑町役場

☆　総討幕址センター3階　　　　☆

☆手薄て支嬢センター　　　　☆手織ンター

☆　シルパ十人材センター　　　（職調同・蔦榊）　　　摘脚園・高柳）

☆　軌噸　☆　ふくわや

たんl丸牙でも販売していますが、森岳両面でも上記の場所にて販売中ですよ！日

管さん面したか？是非お近くの掛こも立ち寄って下さいね（‾－‾）☆

お卿璧瀞こて、軌腑札　　胎俳　　しました。

期間臥平成24年6月18日（月）～22日腸です。皆様のこ来店お待ちしております。
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（3） ぽっぽだより第31号　　　・　　　　　　平成24年4月

僕たち私たちアルミ缶の回収をしています。

．十十・、十
たんばl和凱lている皆さんは、いろいろな作業に取り組んでいます。扶桑町内に50箇

所ほど回収カゴを置かせていただき、ルートことに毎週水曜日の午前中に回収しています。

地域の皆様のこ協力のおかげで、たくさんのアルミ缶を集めることができ大変感謝しており

）　ます。回収カゴを見かけたら、アルミ缶回収にこ協力よろしくお願い致します。たんばばに直

接持ってきていただいてもいいですよ～！！！

奇観と亀抱ゐ
遮る』≪お腰』ヽ』豪蓼ン

ヤマト運輸㈱の仕事もやってし

（出かける前に場所のチェック中）（宛先をしっかり確認しポストへ）

ヽ■

L

（仕事中は名前入りベストを着用）

昨年の12月からヤマト運輸絢のメール便配達業務を始めました。任されたエリア

内を地図で確認し、歩いて配達しています。お客様のお宅に1冊ずつ心を込めて配達

しています。配達作業中の皆さんを見かけたら温かく見守って下さい。そして今後と

もそんなたんばばの皆さんの応援をよろしくお願い致します。

稀ラお費ギア重み来遥遠
たんばばでは、利用者さんと一掛こ楽しみながらボランティアをして頂ける方を大

募集しています。興味・関心のある方は、是非「度こ連絡下さい。待ってま～す！

⑨日中活動支攫・・・利用者さんと」耐こ散歩や足浴のお手伝いなど。

②製菓・パン作り・・・利用者さんと一緒に製菓やパン作りのお手伝いなど。

③作業全般・・・下請け作業の急ぎ。季節によって園芸作業のお手伝いなど。（不定期）
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イオンリテール株式会社さ

んよりプレゼントを頂き、金

城さん親子には、クリスマ

スソング・リクエストソング

の濱賽とマッサージをして

頂き、初緒では、山耶地区

の方から絵馬を頂きました

ズ

良い年になります
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皆様の温かいご寄付ありがとうございます
（蠣不同、敬称略）

三色グループ　川草城－　たんばは保護者会　大沼利典　渡辺きよ子　たんばばを育てる会

山内せつ子　　愛知県共同募金会　　キャンドルナイト扶桑　　水谷貴美子　　石田会費・まき

宮地桂子　中部尊意銀行　扶桑町老人クラブ連合会　繊アヤ　大薮美保子　澤木貢

江口正利　　匿名3名

いつも、ふそう樽祉会を盛り立てていただき、本当にありがとうございます。心よりお礼申しあげます。

今後ともこ理解・ご支援の程よろしくお願い致します。

※　上記は平成23年12月3日～平成24年2月細目車でのこ奪付です。

ヽ、＿

一・‾■　　■

）赤い羽根共同募金から分配金を頂きました
社会樽祉法人愛知県共同募金会様より、赤い羽根共同募金の分配金を頂き「トヨタ　ハイエース・パン」

を購入しました。たんばぼ自主製品の販売活動に使わせて頂きます。

トヨタ　ハイエ岬スリくン

＿．「ナ．TT　‾　　　　　r■‾丁、＿＿L

●　・－　●　　　　●　　　　●　　一　●　　山　●　　－　●　　　　●　　　　●　　丹　●

愛知県自動車会議所様より車を寄贈して頂きました
寄媚により、愛知トヨタ自動車株式会社・特販部糠から褐祉車丙「アイシス」を納車して頂きました。

たんばばのみんな臥新しい車に大喜びです。

トヨタ　アイシス

おかげでたいへん便利になりました！「ハイエース・パン」・「アイシス」ありがとうござした。

皆様の温かい心に感謝し、大切に使わせて頂きます。♪♪



平成24年4月 ぽっぽだより　第31号　・

ハーモニーだより摩
ケアホームハーモニーが平成21年4月にオープンしてから3年が経ち、4年目に突入し

ました。現在、6人の利用者さんが生活しています。

夕方と朝はハーモニーで生活し、平日の日中はたんばばで仕事を頑張っています。週末は

ホームヘルパーと外出したり、ご家族と出かけたり、ハーモニーでのんびり過ごしたりして

います。

しかし、親元から離れて地域で生活するということは、利用者さんの権利を守る（権利擁

護）ことも重要になってきます。

権利擁護のための制度として成年後見制度があります。これは、「自己決定（自律）の尊

重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」「身上配慮義務」の4つの基本理念に基づ

き、判断能力が不十分な人（認知症の高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人など）

を保護するための制度です。

最近、テレビでその名を聞くことも多くなってきた成年後見制度ですが、『どうやって利

用したらいいの？』『お金がかかるのでは？』『仕組みがややこしくてよくわからない』とい

ったことをよく聞きます。そこで、この制度の理解を深めるために少しずつ説明していきた

いと思います。

成年後見制度の主な支援としては、本人の財産管理（預貯金の管理、各種費用の支払いや

受領、不動産の管理など）や身上監護（病院の入退院・施設の入退所・福祉サービスなどの

契約締結や変更、解約などの法律行為）があげられます。成年後見制度は法定後見制度と任

意後見制度の2つがありますが、今回は法定後見制度の3類型、「補助」「補佐」「後見」に

ついて少し説明したいと思います。（図1）

図1　後見の3つの類型

類型 冏ｹ�ﾈ,ﾉKｹ&iEﾉ|ﾒ�

補助 �-�,h/�,x-�,h.�,X,X*ｸ.�*ｨ��晴+YW8��*ｨ�8.�/i7��

補佐 �?ｨ�ﾘ,ﾉH8*)Z�/i7�,�.yn)��,�*(*ｨ��ﾞ�蝌ﾗ8酵9��儻9:韃��X齟�
動車などの取引）をひとりで行うのは困難という程度 

後見 �?ｨ�ﾙ�hｨ���,(.��ｸ,ﾈﾇh蟀9��ｨ,X+x.xﾚ)>�,Y$�*�,ﾈ��*ｩ�hｨ��
に必要な状態 

本人の判断能力が3類型のどれに該当するかは、医師の鑑定などによって決められます。

法律の用語はわかりにくいですね。次回も少しずつ、成年後見制度について解説します。
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ぴ一寸臥この4月で7年白に入l博す。この間、脾肌lを持つ方々が

この地域で宅心して暮らして】卸す魯ように葡力礎即ちこ雪績±せてもらって来手

した。ぴ一書ヘルパー惨離別lをもつ方々の為に、精一杯努力して手いl惨事。

ぴ－すのサービス事業についてこ説明します。

＜身体介穫＞ ��8ﾗ9:�&越8�B�

お風呂・トイレ・食事・轟甘えなどの介助をし �7�6ｨ6(4��X齪�ﾗ8郊�X,H/�*�/�Jﾘﾞﾈ,�,x��ﾗ9:��

ます。コミュニケーションを図りながら ��9)�+X*(ﾚ)>�*ｨ*�.兩ｸ,���+X,H��､���-��

危険のないように見守ります。 丶��,ﾉ��8,儺ｹwh,育�x/�ﾗ8*(-ﾈ+x�"�

＜家事機助＞ 掃除・洗濯・調理・買い物などの寮事を 本人さんと一緒に行います。 ��8����������ﾈ�｢�6ﾘ����ｭﾘ�X���X+����ﾈ�)ｩ������7x8ｸ7��ｸ+8/�,h�i~��

叶．夢も，　旧 
＜通院等介助＞ ��9~ﾉ7影hｭH櫁ﾎﾈ�B�

通底また臥公的手続きの為の移動や ��x*�*(,ﾈ,h,H.�|ｨ*)_ｸ,X�ﾘ鳧櫁ﾎﾈ*ｩTｾl�,雲ｲ�

介助を行ないます。 �,���+X,I�y�ﾈ櫁ﾎﾈ�Xｯﾈ馼�X､��,ﾈ辷�/��ﾘﾘy4��

に行ないます。 

＜同行援護＞…昨年10月よりスタートしました。 

視覚陣書により移動に馨しい困難がある方の外出に同行し、移動時及び外出先において 

必賽な支援を行ないます。 

喜…器蓋慧芸器r－1・一粁三二1鎚詣「ザー 移動や、余暇の移動の『沖に爾bて　r、．．．1．　巨．、∴定．＿． 
褐 お手伝いをします。　出帆推した。　　　．Ji 

☆霊いすのこ寄付のお願い

錮不用になった霊いすをこ寄付頂けないでしょうか？（使用できる物でお願いします。）

陣がい者の移動の介助に使わせて頂きます。こ連絡頂ければ取りに伺うことも可能です。

（近郊にお触臥lの方に限ります。）こ協力お願い申し上げます。

☆大学生、専門学校生の登録ヘルパーを募集

大学生・専門学校生の皆さん、土日・長期休み・平日夕方などに董隷ヘルパーをしませんか？

主に知的陣かいを持った方の外出のお手伝いをお貴いします。

時給800円～1，000円です。資格はヘルパー2線が必賽です。

学生さん以外のヘルパーさんの宣撫も大歓迎です！

こ応募お待ちしています。

連絡先ふそう柵祉会び－すTEL・FAX（0587）92－2992担当花井椋木まで



平成24年4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たんばばを育てる会機関紙『たんばぽ』

‾‡十・、工、㍗㌍

法人会員

一般会員

平成23年11月26日～平成24年2月29日（順不同、敬榊酎

㈱サンフード 賛助会員 三輪真奈美　　今枝　鍼子

北折　洋子　　田中美津枝　武藤　婦美

ご寄付ありがとうございました　　払愛知北手づくりカンナの会

礪P一雪L JP一一　噌h j■　ヽ霹　靂蓼　¶■　■■　at　1霹

新年度（平成24年度）会員を募集（新規・継続）しております。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

ふそう福祉会後援会「たんばばを育てる会」は、社会福祉法人ふそう福祉会の事業を物心両面にわたり支援、

陣がい児者福祉の推進に寄与することを目的としています。ご協力いただける方は、下記の愛知北農協振込

み用紙をご利用下さい。＜お問い合わせ　事務局　91－2311＞

キリトリ

振　込　依　頼　書

ご依 頼日 僖�����ﾈ�����?｢�兌h��騎�讐讐 劍詹�I{��� � � � � ���

先方 銀行 僞�&ﾙfｸﾘﾉwHｺi:��xﾘr�WﾙE育�5��劍ｾ���ｧ｢�� �� �������� ���

受 取 况�ｾ�顥m｢�青通 劔>��o2�一般会員1口1，（X氾円×　　口 

賛助会員1口　3，0肌）円×　　口 

口座番号 ���3scc2�劔d��ﾈ檍輯�8ﾓ���7E鵜8苓������ﾏｲ�

フリガナ 劔氏　名 

人 �5�987ﾈ7ﾈ9(5ﾈ5�6X8ｸ4ｨ42�劍+ﾘ/�,�,�/�支,H.���

住　所 劔劔� 假ｸ��Eｸ���2�

愛知県丹羽郡扶桑町大字山那字番所下83－6 

，．や ＼＿＿＿ 依 頼 人 ��

受 取 人 �+ﾘ/�,�,�/�支,H.���

金 額 ����

ヽ一〇 絵 人 ��

備 考 偖ｨ��Y�｢�

（先方義和　（蛾店）

愛知北農業協同組合

扶桑支店

曽適0137663

（取扱店→取りまとめ店→受取人）

受取書（ご本人控）

簸 日 僖���ﾈ���?｢�

金 額 ���

先 方 ��

鰊轟支店 銀 行 ����

0137663 

受 取 人 �+ﾘ/�,�,�/�屍�

てる会 

、，・u 捺 人 ��

」1言掴 まし／ニ 剋� 数 料 �� �� 


