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昨年の話しになりますが…10 月 18 日（日）にビーオブエス本社社屋前と福祉マンションゆうりん
の家のコミュニティーホールにて「ドリーミングフェスタ２０１５」を開催しました。
“ 夢に向かって進んでいく ” という想いを込めてスタートしたこのイベントも、今回で３回目の開催
となりましたが、ゆうりんの家の会員さんやビーオブエスにて支援している利用者さん、私たちの活動
にご理解ご支援をいただいている方や関係者の方々などにご来場いただくことができました。
当日は朝から晴れ渡り、10 月の半ばにもかかわらず陽射しも強く気温もグングン上昇！

夏を思わ

せるような気候でしたが、暑さに負けず盛り上がった「ドリーミングフェスタ」の様子をたくさんの写
真とともにお伝えします。

笑顔いっぱい お腹もいっぱい
開場とともに、できたてホヤホヤのたこ焼き、
焼きそば、から揚げ、フランクフルト、おにぎり
が来場者をお出迎え。今回は模擬店の他にも、プ
チトマト、クッキー、カシューナッツの販売にフ
リーマーケット、お子さんにも楽しんでいただけ
るように、当てくじのコーナーも設け各店大盛況
でした。食べたりお買い物したり談笑したり、来
場者の方々の笑顔いっぱいのひとときでした。

(2)

ゆうりんの家 通信

第 50 号

ふしみこちゃんも来場
くまモンやぐんまちゃんなど、各地のご当地
キャラが活躍していますが、非公式ではあります
が、伏見にもゆるキャラがいるのをご存じでしょ
うか？
伏見の活性化を推進するために活動をしておら
れる“ふしみこちゃん”に、私たちのイベントへ
ご出演いただきました。会員や利用者さんなどの
来場者の方々と一緒に写真を撮ったり、お子さん
たちとじゃんけんをしたりしながら、盛り上げに
一役買ってくれました。

感謝状を贈りました
毎週日曜日に事務所へ通い、空き缶のリサイク
ル作業に励まれながら、私たちの活動に多大な貢
献をされた、高野直樹さんと山下博之さんに感謝
状を贈りました。

里美さん歌謡ショー
「 ド リ ー ミ ン グ フ ェ ス タ 」 の 締 め は、 Ｆ Ｍ
８４５「里美の歌日記」
（毎週木曜 12 時～）のパー
ソナリティなどでご活躍の歌手“里美さん”によ
る歌謡ショーです。デビュー曲の「月のしずく」
や「ロマンチスト」の熱唱、里美さんとのデュエッ
トコーナーなど、来場者の方々や、朝からお手伝
いしてくださった方やスタッフなど、みんな一緒
になって盛り上がりました。
写真では紹介できませんでしたが、スタッフや知り合いの方などにご提供いただいた品々でのフ
リーマーケット開催や、福祉施設製造のクッキー販売なども行いました。お腹もふくれたお昼過ぎに
は、毎回恒例となったビンゴゲームを行い、景品獲得を目指してみんなで楽しみました。
「ドリーミングフェスタ」の開催にあたり、日頃より私たちの活動にご支援いただいている方々や
関係先、退職されたスタッフ、現スタッフやそのご家族など、様々な方のご支援とご協力により盛会
裏に終えることができました。本当にありがとうございました。
次回は、５月２２日（日）の開催を予定しています。あらためてご案内いたしますが、多くの方々
と楽しいひとときを共有できたらと思います。ご来場をお待ちしております。
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収支報告

今年も多くのご支援ご協力を頂きありがとうございました。ここに収支をご報告申し上げます。
Ⅰ．収入
現金売上
110,270円
模擬店売上
4,500円
寄付
・西田様
10,000円
・川田様
10,000円
寄贈
・日本生命 木村様（ビンゴ景品、コーヒー）
・スナックさくら様（ビール）
収入 計：134,770円

Ⅱ．支出
仕入
食材費
あてくじ
ビンゴ景品
花束
ＳＳＹ音楽事務所

支出

46,200円
46,351円
6,264円
2,955円
3,000円
30,000円
計：134,770円

収支：0円

私たちはスタッフ・ボランティアの皆さんをはじめ、様々な方々のご理解ご支援をいただいてお
りますが、「ドリーミングフェスタ」も多くのご協力により開催することが出来ました。この場を
お借りして厚く御礼申し上げるとともに、今後ともよろしくお願い申し上げます。

MY EXPERIENCE
私、水谷が実際に体験（EXPERIENCE）し

た情報をもとに発信していくコーナー。皆さ

んにオススメ！ぜひ知っておいてもらいた
い！と思った情報を不定期にお届けします。

VOL.2

～障害があると保険に加入できない？～
あらゆるニーズに応えられるようにとサービス向
上に努めているようで、調べてみると障害者が加
入できる商品もいくつかありました。（生命保険
の加入は厳しいようです）

昨年くらいから急に私の右手の動きが低下しま

その中から私が加入したのは「心身障がい者総

した。低下して困ったことの一つが電動車椅子の

合保障制度」という保険です。、障害の程度にか

操作です。私にとって自力で移動出来なくなるの

かわらず加入でき、年間保険料が 9,000 円～で他

は重大事。周りの人たちに相談しながら、いろん

人に対する損害賠償（人身・物損）と本人の怪我

な方法を試し工夫を凝らして、今は何とか操作で

の補償がされたプランです。日常生活中の事故に

きるようになりました。しかし、以前のように思

より、他人に対する損害賠償責任を負った場合に

うような操作ができないこともあります。そのよ

補償されるので、これで万が一、電動車椅子で事

うな状況で、もし電動車椅子の操作を誤って、他

故を起こした際の備えにもなります。

人を怪我させたり、何かにぶつかって壊してし

先日、認知症の男性が徘徊中に列車にはねられ

まったらどうしよう…と不安がよぎりました。万

て死亡するという 2007 年に起こった事故をめぐ

が一を想定し備えが必要なのでは…。そこで思い

り、JR 東海が男性の家族に損害賠償を求めてい

ついたのが保険の加入です。とはいえ「障害があ

た訴訟で、最高裁が男性の妻に賠償責任を認めた

ると保険には加入できない」とのイメージがあり

2 審判決を破棄して、JR 東海の請求を退ける逆転

ました。しかし、在宅福祉サービスを推進してい

判決を言い渡した、というニュースがありました。

る現在の福祉施策も背景にあるのか、保険会社も

このニュースを見て、決して他人事ではなく、
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いつどのようなことが起こるか分からないなと感

上で、保険の加入もするための一つの手段と思い、

じました。在宅で安心安全の生活を確保生活する

今回取り上げました。

障害者が加入できる保険
ＡＩＵ損害保険会社

（水谷）

※各社のＨＰの情報を元にまとめています。詳細はお問い合わせの上ご確認ください。

【お問い合わせ】フリーダイヤル：0120-177-294（ジェイアイシーウエスト㈱）

●知的障がい・自閉症者専用生活サポート総合補償制度
対象者 知的障害、自閉症のある方
内

容 入院給付金、ケガによる死亡・後遺障害保険金、入院・通院・手術保険金、葬祭費用保険金、個人賠償責任保険金

●心身障がい者総合保障制度
対象者 心身障害児者
内

容 個人賠償責任補償、ケガによる入院・通院・手術保険金、死亡・後遺障害保険金

ぜんち共済株式会社

【お問い合わせ】フリーダイヤル：0120-322-150

●ぜんちのあんしん保険

対象者 知的障害、発達障害、ダウン症、てんかんのある方とそのご家族ご親族など。
内

容 医療保険、個人賠償責任補償、死亡保障、権利擁護費用補償

●ぜんちのこども傷害保険

対象者 満５歳～満 18 歳までの特別支援教育を必要とされる方
内

容 個人賠償責任保険金、権利擁護費用保険金、傷害入院保険金、傷害通院保険金、特定重度障害保険金

私たちの活動にご支援・ご協賛を賜りありがとうございます
私たちの活動は多くの方々の温かいご支援・ご協力により成り立っております。ここに、ご厚志
を賜りました方々をご紹介申し上げ、お礼のご報告にかえさせていただきます。
（順不同・敬称略・平成27年６月１日～平成28年３月31日）
●年会費（平成２７年度）納入者ご芳名
・金丸喜世子 ・坂しのぶ ・高岡久一 ・田口邦治 ・豊島正利 ・西田靖 ・野本慶三
・本吉慎一郎 ・山下博之 ・岡本ゆかり ・高野直樹 ・波多野英津子 ・鈴木茂司
・中村聡子 ・勝山雄一朗 ・冨士野文子 ・水谷隆司
●賛助会費納入者ご芳名
・冨士野文子 (2) ・金丸喜世子 (2) ・山下博之 (2) ・岡本ゆかり (1) ・本吉慎一郎 (3)
・中村聡子 (1) ・高野直樹 (7) ・水谷隆司 (2) ・村上寿子 (5)
●ご協力者ご芳名 （空き缶・ペットボトル・プルタブのリサイクル活動・フリーマーケットの物品提供などのご協力）
・岡本ゆかり ・中村聡子 ・山下博之 ・渡邊祐太 ・渡邊奈保美 ・山内 ・くろちゃん

●編集後記●
「ゆうりんの家通信」は、会員相互の親睦や最
新情報・各種取組み等の提供を趣旨に、会員さん
やビーオブエスが支援させていただいている利用
者さん、支援者や関係各所などに向けて、ゆうり
んの家の発足以来、コツコツと発行を積み重ねて

きましたが、今回で 50 号という節目を迎えるこ
とができました。長きにわたりご愛読いただき感
謝いたします。今後も皆様に様々な情報を発信で
きるよう取り組んでいきます。また、皆様からの
情報提供もお待ちしています。
（T.M）

