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ご挨拶 

理事長・山浦 孝臣 

 
 新生いちいちまるは２０１３年（平成２３年）春に誕生。障がい当事者が主役の自立生活センターとし

て再スタート致しました。大阪市の南部に位置する「平野区」で障がい福祉の一翼を担えるセンターで

ありたいと思っています。障がいのあるひとが障がいのあるひとを支えながら地域で生きていくために

形になっていくようにサポートをするのは、思いのほか、骨の折れる仕事と言えましょう。それをするの

が自立生活センターだと思っています。 

 いちいちまるは、障がい者の間で、広く普及しているピア・カウンセリングを最も大切にしているセンタ

ーです。失った・あるいは失いかけている自己信頼を回復させたり、新しい発見をするのにはピア・カウ

ンセリングが有効で最適だからです。 

 地域でひとり暮らしがしたい・自分探しがしたい・仕事がしたい・友達が欲しい等々ひとりで悩まずに、

安心していちいちまるに起こし下さい。情報提供をはじめ何らかの形で皆様の悩み解決を行なっていき

ます。 

 いちいちまるは、依存されずに・当てにされるセンターでありたいと願っております。まだまだ、駆け出

しのセンターですが、今後とも叱咤激励を頂きますようお願い申し上げます。 

  

 
 

  副理事長になって                                                       

副理事長・ 石田 竜也 

 

５月に、いちいちまるの副理事に就任して、毎日が不安です。 

何もかもが、初めてなのでまだまだこれから覚えることがいっぱいありすぎて、頭がパンクしそうだけ

ど、でも この状況をどう乗り越えるかも自分の一つの課題でもあり最初の僕の試練だと自分では思っ

ています。 

体がついていくか心配だけど、自分の気持ちにあるていどのムチを入れていこうと思う。 

でも、実は、もう 理事長になる覚悟が少し自分の中で、できていました。 

今の理事長とお付き合いをさせていただいている時にそんな予感はしていました。 

そして、結果的に副理事からスタートすることになりました。 

まだ、走り出した新米の副理事です。 

これから、臨機応変で、自分のペースをたもちながら、いろんなことに挑戦しながら、頑張っていくし、仲

間みんなで作りあげていくいちいちまるにしていきたいと思っています。 

これからの 新生いちいちまるを宜しくお願いします。 
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特定非営利活動法人障がい者福祉総合支援センターいちいちまる 

 

―平成２７年度総会報告― 

今年度から心と脳血管のピアカンにも取り組みます 

 

特定非営利活動法人法人障がい者福祉総合支援センターいちいちまる（略称＝Ｎ

ＰＯ法人いちいちまる）は、去る５月２４日（日）、午後１時から当法人事務所で開かれ

ました。 

総会での議題は以下の通り（会員総数 １７名＝出席数 １５名 委任状 ２名） 

➀平成２４年度活動報告 

②平成２４年度収支報告 

③役員改選 

④平成２５年度事業計画 

⑤平成２５年度収支予算 

 役員改選では５名の理事が選ばれた。総会途中で理事会が開催され、理事長は引

き続き山浦 孝臣が選出された。副理事長には石田 竜也が就任した。 

 

 平成２５年度事業計画では、変わることなく、ピア・カウンセリング事業が引き続き継

続される中、新事業として２つのピア・カウンセリング講座が開催されることになった。

ひとつは、昨年度テストケースとして行った「精神障がい者のためのピアカ・ウンセリ

ング」を今秋９月６日（本誌６頁詳細記載）に『こころに病のある人のためのピアカン講

座』を開催。また、脳梗塞や脳内出血などによって脳血管障がい者になったひとのピ

アカウンセリング講座を１０月２５日（日）に開催することにしている。その他、地元平

野区をより深く理解するための「平野区ぶらぶら歩けばものしり博士」のＩＬＰのシリー

ズ化を図っていく予定。 

 

尚、第２・第４土曜日開催のピアカウンセラー養成は今年度まで無料。第２日曜日の

誰もがわかるピアカウンセリング講座は年間２，０００円。 

 

 一旦休憩して新理事による理事会開催、それが終了後、再度総会を開催。役員改

選で選出された５名の理事が挨拶を行なった。その後、懇親会を開き、親睦を深め合

って閉会。 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

西平 

ある日突然、障がいのある人との交流がないまま、大阪市内の障が

い当事者センターを訪問。そこ

グの影響を受けて、人間的に大きく成長。彼女の特徴は、

明るさ

担っており、もはや、彼女なしではいちいちまるは語れない

可欠な

クショップのリーダーにもうってつけ。

 

久保田

これからの成長が楽しみな若手のひとり。将来は相談専門員になっ

ていちいちまるを引っ張って行くことになる。目下、なんでも見て

やれ・してやれとピア・カウンセリングをはじめ絵画・将棋・落語

鑑賞・風船バレーに至るまであれしょ・これしょ・そうしょと大忙

し。破天荒さが目立ついちいちまるの中にあって、きわめて、温厚・

誠実・着実なひと。着実に腕を磨いている。

 

 和子（事務局

ある日突然、障がいのある人との交流がないまま、大阪市内の障が

い当事者センターを訪問。そこ

グの影響を受けて、人間的に大きく成長。彼女の特徴は、

明るさポジティブ思考そして行動力。いちいちまるの実務を一手に

担っており、もはや、彼女なしではいちいちまるは語れない

可欠な存在に。自己表現が活発・明瞭なことから元気になれるワー

クショップのリーダーにもうってつけ。

久保田 純一（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

これからの成長が楽しみな若手のひとり。将来は相談専門員になっ

ていちいちまるを引っ張って行くことになる。目下、なんでも見て

やれ・してやれとピア・カウンセリングをはじめ絵画・将棋・落語

鑑賞・風船バレーに至るまであれしょ・これしょ・そうしょと大忙

し。破天荒さが目立ついちいちまるの中にあって、きわめて、温厚・

実・着実なひと。着実に腕を磨いている。

スタッフスタッフ

和子（事務局・相談支援専門員）

ある日突然、障がいのある人との交流がないまま、大阪市内の障が

い当事者センターを訪問。そこで初めて触れたピア・カウンセリン

グの影響を受けて、人間的に大きく成長。彼女の特徴は、

ポジティブ思考そして行動力。いちいちまるの実務を一手に

担っており、もはや、彼女なしではいちいちまるは語れない

存在に。自己表現が活発・明瞭なことから元気になれるワー

クショップのリーダーにもうってつけ。

純一（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

これからの成長が楽しみな若手のひとり。将来は相談専門員になっ

ていちいちまるを引っ張って行くことになる。目下、なんでも見て

やれ・してやれとピア・カウンセリングをはじめ絵画・将棋・落語

鑑賞・風船バレーに至るまであれしょ・これしょ・そうしょと大忙

し。破天荒さが目立ついちいちまるの中にあって、きわめて、温厚・

実・着実なひと。着実に腕を磨いている。

スタッフ紹介スタッフ

 

・相談支援専門員） 

ある日突然、障がいのある人との交流がないまま、大阪市内の障が

で初めて触れたピア・カウンセリン

グの影響を受けて、人間的に大きく成長。彼女の特徴は、

ポジティブ思考そして行動力。いちいちまるの実務を一手に

担っており、もはや、彼女なしではいちいちまるは語れない

存在に。自己表現が活発・明瞭なことから元気になれるワー

クショップのリーダーにもうってつけ。 

純一（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

これからの成長が楽しみな若手のひとり。将来は相談専門員になっ

ていちいちまるを引っ張って行くことになる。目下、なんでも見て

やれ・してやれとピア・カウンセリングをはじめ絵画・将棋・落語

鑑賞・風船バレーに至るまであれしょ・これしょ・そうしょと大忙

し。破天荒さが目立ついちいちまるの中にあって、きわめて、温厚・

実・着実なひと。着実に腕を磨いている。 

紹介 スタッフ紹介 

ある日突然、障がいのある人との交流がないまま、大阪市内の障が

で初めて触れたピア・カウンセリン

グの影響を受けて、人間的に大きく成長。彼女の特徴は、持ち前の

ポジティブ思考そして行動力。いちいちまるの実務を一手に

担っており、もはや、彼女なしではいちいちまるは語れない必要不

存在に。自己表現が活発・明瞭なことから元気になれるワー

純一（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺 

これからの成長が楽しみな若手のひとり。将来は相談専門員になっ

ていちいちまるを引っ張って行くことになる。目下、なんでも見て

やれ・してやれとピア・カウンセリングをはじめ絵画・将棋・落語

鑑賞・風船バレーに至るまであれしょ・これしょ・そうしょと大忙

し。破天荒さが目立ついちいちまるの中にあって、きわめて、温厚・
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ある日突然、障がいのある人との交流がないまま、大阪市内の障が

で初めて触れたピア・カウンセリン

持ち前の

ポジティブ思考そして行動力。いちいちまるの実務を一手に

必要不

存在に。自己表現が活発・明瞭なことから元気になれるワー

比嘉 

いちいちまるにとって不可欠なムードメーカ

い、周りを和ませ、明るくする。その自然さは有難い存在。目下、大阪

高次脳機能障

熱を傾けている。現在ではサポートグループひなたぼっこの会をを作り

奮闘している。

仕事では

高次脳機能障害による記憶障

の業務をこなしている。そんな彼の最大の関心事は「結婚したい！」。

 

これからの成長が楽しみな若手のひとり。将来は相談専門員になっ

ていちいちまるを引っ張って行くことになる。目下、なんでも見て

やれ・してやれとピア・カウンセリングをはじめ絵画・将棋・落語

鑑賞・風船バレーに至るまであれしょ・これしょ・そうしょと大忙

し。破天荒さが目立ついちいちまるの中にあって、きわめて、温厚・

山﨑 

ひたすら努力のひと。何をするにも努力を積み重ねる姿は思わず「えら

い！」と言わしめる。しかも情に熱く、文字通り＜情熱のひと＞でもあ

る。このひとも、これからの成長が楽しみであり、相談支援専門員をめ

ざし、いちいちまるを背負っていくことになる。只今、久保田同様、ピ

アカン学習会のリーダーをしながら、その力を高めているところ。生け

花・さおり織・落語鑑賞・料理と趣味も多彩。

 

金本 

いちいちまるでは笑顔の似合うフレッシュ兄さ

なすスーパーマンです。

そして仕事はこれまた丁寧で、ヘルパーステーションひらのの請求作業

もやってくれています。

いつもにこにこフレッシュ兄さんのこれからが楽しみです。

最後に

張田 智子（介護派遣事業担当）

いちいちまるを影から支える縁の下の力持ち。

その曲がったことが大嫌いな性格は、ヘルパーステーションひらののヘ

ルパーとしても、これからがんばってくれること間違いなし！

この人もいちいちまるには、なくてはならない存在で、時に

るところもありますが

やはりそこは女性ならではの柔らかい目線でいちいちまるを見守って

いってもらいたいと思っています。

 

 由隆（相談員・ピアカウンセラー）大阪

いちいちまるにとって不可欠なムードメーカ

い、周りを和ませ、明るくする。その自然さは有難い存在。目下、大阪

高次脳機能障害セルフヘルプグループ（略称＝大阪ＫＳＧ）の結成に情

熱を傾けている。現在ではサポートグループひなたぼっこの会をを作り

奮闘している。 

仕事では知的障害者のピア

高次脳機能障害による記憶障

の業務をこなしている。そんな彼の最大の関心事は「結婚したい！」。

 ゆき（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

ひたすら努力のひと。何をするにも努力を積み重ねる姿は思わず「えら

い！」と言わしめる。しかも情に熱く、文字通り＜情熱のひと＞でもあ

る。このひとも、これからの成長が楽しみであり、相談支援専門員をめ

ざし、いちいちまるを背負っていくことになる。只今、久保田同様、ピ

アカン学習会のリーダーをしながら、その力を高めているところ。生け

花・さおり織・落語鑑賞・料理と趣味も多彩。

 政和（事務局）

いちいちまるでは笑顔の似合うフレッシュ兄さ

なすスーパーマンです。

そして仕事はこれまた丁寧で、ヘルパーステーションひらのの請求作業

もやってくれています。

いつもにこにこフレッシュ兄さんのこれからが楽しみです。

最後に1つ、この人の電話対応の素晴らしさは一見の価値ありですよ。

智子（介護派遣事業担当）

いちいちまるを影から支える縁の下の力持ち。

その曲がったことが大嫌いな性格は、ヘルパーステーションひらののヘ

ルパーとしても、これからがんばってくれること間違いなし！

この人もいちいちまるには、なくてはならない存在で、時に

るところもありますが

やはりそこは女性ならではの柔らかい目線でいちいちまるを見守って

いってもらいたいと思っています。

由隆（相談員・ピアカウンセラー）大阪

いちいちまるにとって不可欠なムードメーカ

い、周りを和ませ、明るくする。その自然さは有難い存在。目下、大阪

害セルフヘルプグループ（略称＝大阪ＫＳＧ）の結成に情

熱を傾けている。現在ではサポートグループひなたぼっこの会をを作り

知的障害者のピア・カウンセリングのサポートも行っている。

高次脳機能障害による記憶障害を独自のメモ帳でカバーしながら、日々

の業務をこなしている。そんな彼の最大の関心事は「結婚したい！」。

ゆき（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

ひたすら努力のひと。何をするにも努力を積み重ねる姿は思わず「えら

い！」と言わしめる。しかも情に熱く、文字通り＜情熱のひと＞でもあ

る。このひとも、これからの成長が楽しみであり、相談支援専門員をめ

ざし、いちいちまるを背負っていくことになる。只今、久保田同様、ピ

アカン学習会のリーダーをしながら、その力を高めているところ。生け

花・さおり織・落語鑑賞・料理と趣味も多彩。

） 

いちいちまるでは笑顔の似合うフレッシュ兄さ

なすスーパーマンです。 

そして仕事はこれまた丁寧で、ヘルパーステーションひらのの請求作業

もやってくれています。 

いつもにこにこフレッシュ兄さんのこれからが楽しみです。

つ、この人の電話対応の素晴らしさは一見の価値ありですよ。

智子（介護派遣事業担当） 

いちいちまるを影から支える縁の下の力持ち。

その曲がったことが大嫌いな性格は、ヘルパーステーションひらののヘ

ルパーとしても、これからがんばってくれること間違いなし！

この人もいちいちまるには、なくてはならない存在で、時に

るところもありますが 

やはりそこは女性ならではの柔らかい目線でいちいちまるを見守って

いってもらいたいと思っています。 

由隆（相談員・ピアカウンセラー）大阪KSG

いちいちまるにとって不可欠なムードメーカー。彼の言動は笑いを誘

い、周りを和ませ、明るくする。その自然さは有難い存在。目下、大阪

害セルフヘルプグループ（略称＝大阪ＫＳＧ）の結成に情

熱を傾けている。現在ではサポートグループひなたぼっこの会をを作り

カウンセリングのサポートも行っている。

独自のメモ帳でカバーしながら、日々

の業務をこなしている。そんな彼の最大の関心事は「結婚したい！」。

ゆき（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

ひたすら努力のひと。何をするにも努力を積み重ねる姿は思わず「えら

い！」と言わしめる。しかも情に熱く、文字通り＜情熱のひと＞でもあ

る。このひとも、これからの成長が楽しみであり、相談支援専門員をめ

ざし、いちいちまるを背負っていくことになる。只今、久保田同様、ピ

アカン学習会のリーダーをしながら、その力を高めているところ。生け

花・さおり織・落語鑑賞・料理と趣味も多彩。 

いちいちまるでは笑顔の似合うフレッシュ兄さん。なんでもそつなくこ

そして仕事はこれまた丁寧で、ヘルパーステーションひらのの請求作業

いつもにこにこフレッシュ兄さんのこれからが楽しみです。

つ、この人の電話対応の素晴らしさは一見の価値ありですよ。

いちいちまるを影から支える縁の下の力持ち。 

その曲がったことが大嫌いな性格は、ヘルパーステーションひらののヘ

ルパーとしても、これからがんばってくれること間違いなし！

この人もいちいちまるには、なくてはならない存在で、時に

やはりそこは女性ならではの柔らかい目線でいちいちまるを見守って

 

KSG代表世話人 

。彼の言動は笑いを誘

い、周りを和ませ、明るくする。その自然さは有難い存在。目下、大阪

害セルフヘルプグループ（略称＝大阪ＫＳＧ）の結成に情

熱を傾けている。現在ではサポートグループひなたぼっこの会をを作り

カウンセリングのサポートも行っている。

独自のメモ帳でカバーしながら、日々

の業務をこなしている。そんな彼の最大の関心事は「結婚したい！」。

ゆき（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺 

ひたすら努力のひと。何をするにも努力を積み重ねる姿は思わず「えら

い！」と言わしめる。しかも情に熱く、文字通り＜情熱のひと＞でもあ

る。このひとも、これからの成長が楽しみであり、相談支援専門員をめ

ざし、いちいちまるを背負っていくことになる。只今、久保田同様、ピ

アカン学習会のリーダーをしながら、その力を高めているところ。生け

ん。なんでもそつなくこ

そして仕事はこれまた丁寧で、ヘルパーステーションひらのの請求作業

いつもにこにこフレッシュ兄さんのこれからが楽しみです。 

つ、この人の電話対応の素晴らしさは一見の価値ありですよ。

その曲がったことが大嫌いな性格は、ヘルパーステーションひらののヘ

ルパーとしても、これからがんばってくれること間違いなし！ 

この人もいちいちまるには、なくてはならない存在で、時には厳しく怒

やはりそこは女性ならではの柔らかい目線でいちいちまるを見守って

。彼の言動は笑いを誘

い、周りを和ませ、明るくする。その自然さは有難い存在。目下、大阪

害セルフヘルプグループ（略称＝大阪ＫＳＧ）の結成に情

熱を傾けている。現在ではサポートグループひなたぼっこの会をを作り

カウンセリングのサポートも行っている。

独自のメモ帳でカバーしながら、日々

の業務をこなしている。そんな彼の最大の関心事は「結婚したい！」。 

ひたすら努力のひと。何をするにも努力を積み重ねる姿は思わず「えら

い！」と言わしめる。しかも情に熱く、文字通り＜情熱のひと＞でもあ

る。このひとも、これからの成長が楽しみであり、相談支援専門員をめ

ざし、いちいちまるを背負っていくことになる。只今、久保田同様、ピ

アカン学習会のリーダーをしながら、その力を高めているところ。生け

ん。なんでもそつなくこ

そして仕事はこれまた丁寧で、ヘルパーステーションひらのの請求作業

つ、この人の電話対応の素晴らしさは一見の価値ありですよ。 

その曲がったことが大嫌いな性格は、ヘルパーステーションひらののヘ

は厳しく怒

やはりそこは女性ならではの柔らかい目線でいちいちまるを見守って



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田 

サービス提供責任者（サ責）であ

バリバリ働いている。

じさせる人柄には、ひとの心を癒す力を感じさせる。

彼が、

脳機能障がい当事者のひとたち

である。大阪高

ＫＳＧ）のメンバーで兄貴と

そこに居るだけで安心

相場 

 帰って来ましたこの男。一時、ＮＰＯの介助

甘んじていた。しかし、

を果してくれました。機関誌「いちいちきゅう」

歳の働き盛り・男盛り。

真面目で、言われた仕事はきっちりするが、何

ないところもあって、

く、人物評価はデスカウントされて来た。

いちまるにある。

岡田 

いちいちまるの高齢化現象を食い止める研修生

アンナ！（古いねぇ～）

いだまで１９歳でしたが、誕生日が来てハタチにな

州のオナゴじゃがね。博多の女

じゃがね

て…彼女は、最初、ヘルパーをしなが

ゆくゆくはいちい

古谷 

 何かしたい！何ができるか知りたい！そんな

いちまるに顔を出している

誌「い

をしている。いちいちまるの最大

らせること

きがいを見つけてくれたらと思っている。何の

ジジ長、失礼、理事長の理

 勲（ピアサポーター）

サービス提供責任者（サ責）であ

バリバリ働いている。

せる人柄には、ひとの心を癒す力を感じさせる。

彼が、いちいちまる

脳機能障がい当事者のひとたち

である。大阪高次脳機能障がいセルフヘルプグループ（略称；大阪

ＫＳＧ）のメンバーで兄貴と

そこに居るだけで安心

 広一（介護職員）

帰って来ましたこの男。一時、ＮＰＯの介助

甘んじていた。しかし、

を果してくれました。機関誌「いちいちきゅう」

歳の働き盛り・男盛り。

真面目で、言われた仕事はきっちりするが、何

ところもあって、

く、人物評価はデスカウントされて来た。

いちまるにある。 

 れな（研修生）

いちいちまるの高齢化現象を食い止める研修生

アンナ！（古いねぇ～）

まで１９歳でしたが、誕生日が来てハタチにな

州のオナゴじゃがね。博多の女

じゃがね。何語しべってるかわからなくなったので、標準

て…彼女は、最初、ヘルパーをしなが

ゆくゆくはいちいちまるの職員になりたいとか。大切にします。

 美和（研修生） 

何かしたい！何ができるか知りたい！そんな

いちまるに顔を出している

誌「いちいちきゅう」の編集委員になって、比嘉編集

をしている。いちいちまるの最大

らせることによって、本人自身が何かを発見して。自分の生

きがいを見つけてくれたらと思っている。何の

ジジ長、失礼、理事長の理

勲（ピアサポーター） 

サービス提供責任者（サ責）である彼。

バリバリ働いている。物静かで、やさしさにあふれ、不器用さを感

せる人柄には、ひとの心を癒す力を感じさせる。

いちいちまるの最も誇りに思っている人

脳機能障がい当事者のひとたちのロールモデルとしての存在だから

次脳機能障がいセルフヘルプグループ（略称；大阪

ＫＳＧ）のメンバーで兄貴としての存在感を醸し

そこに居るだけで安心出来る。 

（介護職員） 

帰って来ましたこの男。一時、ＮＰＯの介助

甘んじていた。しかし、何故か？今年の４月、介護職員として返り咲き

を果してくれました。機関誌「いちいちきゅう」

歳の働き盛り・男盛り。 

真面目で、言われた仕事はきっちりするが、何

ところもあって、しかも、口下手・人見知りもあって、誤解され

く、人物評価はデスカウントされて来た。

れな（研修生） 

いちいちまるの高齢化現象を食い止める研修生

アンナ！（古いねぇ～）実は、岡田

まで１９歳でしたが、誕生日が来てハタチにな

州のオナゴじゃがね。博多の女（ひと）バッテンやからいいオナゴ

何語しべってるかわからなくなったので、標準

て…彼女は、最初、ヘルパーをしなが

ちまるの職員になりたいとか。大切にします。

 

何かしたい！何ができるか知りたい！そんな

いちまるに顔を出している彼女。パソコンができることから、機関

ちいちきゅう」の編集委員になって、比嘉編集

をしている。いちいちまるの最大の特色でもある、何でも好きにや

よって、本人自身が何かを発見して。自分の生

きがいを見つけてくれたらと思っている。何の

ジジ長、失礼、理事長の理念のひとつでもある。花開け・

る彼。ヘルパーとして、現場でも

静かで、やさしさにあふれ、不器用さを感

せる人柄には、ひとの心を癒す力を感じさせる。

最も誇りに思っている人物で

のロールモデルとしての存在だから

次脳機能障がいセルフヘルプグループ（略称；大阪

しての存在感を醸し出している。彼が

帰って来ましたこの男。一時、ＮＰＯの介助職員から登録ヘルパーに

何故か？今年の４月、介護職員として返り咲き

を果してくれました。機関誌「いちいちきゅう」の編集長比嘉と同じ３７

真面目で、言われた仕事はきっちりするが、何も言われないと、何もし

しかも、口下手・人見知りもあって、誤解され

く、人物評価はデスカウントされて来た。しかし、本人の居場所はいち

いちいちまるの高齢化現象を食い止める研修生が現れた。その名は

実は、岡田 れなと申します。つい、こな

まで１９歳でしたが、誕生日が来てハタチにな

（ひと）バッテンやからいいオナゴ

何語しべってるかわからなくなったので、標準

て…彼女は、最初、ヘルパーをしながら障がい福祉の勉強をして、

ちまるの職員になりたいとか。大切にします。

何かしたい！何ができるか知りたい！そんな思いを持って、いち

パソコンができることから、機関

ちいちきゅう」の編集委員になって、比嘉編集

の特色でもある、何でも好きにや

よって、本人自身が何かを発見して。自分の生

きがいを見つけてくれたらと思っている。何の役にも立たない山浦

念のひとつでもある。花開け・

パーとして、現場でも

静かで、やさしさにあふれ、不器用さを感

せる人柄には、ひとの心を癒す力を感じさせる。 

であるのは、高次

のロールモデルとしての存在だから

次脳機能障がいセルフヘルプグループ（略称；大阪

出している。彼が

職員から登録ヘルパーに

何故か？今年の４月、介護職員として返り咲き

の編集長比嘉と同じ３７

も言われないと、何もし

しかも、口下手・人見知りもあって、誤解されやす

しかし、本人の居場所はいち

が現れた。その名は

れなと申します。つい、こな

まで１９歳でしたが、誕生日が来てハタチになったとバイ。九

（ひと）バッテンやからいいオナゴ

何語しべってるかわからなくなったので、標準語に戻っ

ら障がい福祉の勉強をして、

ちまるの職員になりたいとか。大切にします。

思いを持って、いち

パソコンができることから、機関

ちいちきゅう」の編集委員になって、比嘉編集長のサポート

の特色でもある、何でも好きにや

よって、本人自身が何かを発見して。自分の生 

役にも立たない山浦

念のひとつでもある。花開け・美和さん！
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パーとして、現場でも

静かで、やさしさにあふれ、不器用さを感

あるのは、高次

のロールモデルとしての存在だから

次脳機能障がいセルフヘルプグループ（略称；大阪

出している。彼が

山浦 

 御年（おんとし）７３歳。心理学的思い込みを

と、７０年しか生きられな

い放ってはばからない生きざま。とにかく、わけ

なおじんギャグを連発し

 文学・演劇・落語・歴史極め付きは食い道楽

たないものばかりをや

ちゃん。心配だぁ～いちいちまる。の弁が大。

石田 

 みんなからは＜いしやん＞と呼ばれる人気者。ピアカンに研修会に講座

にと電動車いすでさっそうと駆け抜けます。何をするにも一生懸命

んな彼の姿に感動し、勇気をもらっているひとは少なくない。久保田・

山﨑・比嘉と並んでいちいちまるの若手４人組のひとり。今年

年目の自立生活を送っています。

ここ一番の勝負強さは、

存在です。

この４月からいちいちまるの副理事長にとして、いちいちまるを盛り上げて

いってくれていっています。

職員から登録ヘルパーに

何故か？今年の４月、介護職員として返り咲き

の編集長比嘉と同じ３７

も言われないと、何もし

やす

しかし、本人の居場所はいち

が現れた。その名は

れなと申します。つい、こな

ったとバイ。九

（ひと）バッテンやからいいオナゴ

語に戻っ

ら障がい福祉の勉強をして、

ちまるの職員になりたいとか。大切にします。 

中西 和也（研修生）

 彼も岡田

う。目下のところヘル

って研修中。元々、足の悪い母親の車椅子を

ら、研修先での評判

ぼ同じ年。男盛り・働き盛り。一見、強面

の兄さんのイメージだが、話をすれば、やさ

わかる。人材不足だ

 

思いを持って、いち

パソコンができることから、機関

長のサポート

の特色でもある、何でも好きにや

役にも立たない山浦

美和さん！ 

長野 

  とにかく、底抜けに明るい

嫌な・辛い・悲しいことがあ

で、そ

親という

い。自転車に

っている姿は何とも言えない頼もし

だから、いち

 孝臣（理事長・相談支援専門員）脳血管障害

御年（おんとし）７３歳。心理学的思い込みを

と、７０年しか生きられな

放ってはばからない生きざま。とにかく、わけ

なおじんギャグを連発し

文学・演劇・落語・歴史極め付きは食い道楽

たないものばかりをや

ちゃん。心配だぁ～いちいちまる。の弁が大。

 竜也（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

みんなからは＜いしやん＞と呼ばれる人気者。ピアカンに研修会に講座

電動車いすでさっそうと駆け抜けます。何をするにも一生懸命

んな彼の姿に感動し、勇気をもらっているひとは少なくない。久保田・

山﨑・比嘉と並んでいちいちまるの若手４人組のひとり。今年

年目の自立生活を送っています。

ここ一番の勝負強さは、

存在です。 

この４月からいちいちまるの副理事長にとして、いちいちまるを盛り上げて

いってくれていっています。

和也（研修生） 

岡田れなちゃんと同じく研修生。彼も福祉

う。目下のところヘルパーから仕事をはじめることになる。実際に現場

って研修中。元々、足の悪い母親の車椅子を

ら、研修先での評判も上々

ぼ同じ年。男盛り・働き盛り。一見、強面

兄さんのイメージだが、話をすれば、やさ

わかる。人材不足だったいちいちまるには、救世主

 五十鈴（ピアサーポーター）

とにかく、底抜けに明るい

嫌な・辛い・悲しいことがあ

で、それだけで心が癒され・元気になるから不思議。２

親というところあたりにひとの心

い。自転車に乗って利用者さんから利用者さんへ、平野の

っている姿は何とも言えない頼もし

だから、いちいちまるではなくてはならない存在なのです。

孝臣（理事長・相談支援専門員）脳血管障害

御年（おんとし）７３歳。心理学的思い込みを

と、７０年しか生きられないヤマちゃんで～す！」と、会う人ごとに言

放ってはばからない生きざま。とにかく、わけ

なおじんギャグを連発しては、自分で笑って楽し

文学・演劇・落語・歴史極め付きは食い道楽

たないものばかりをやけに極めている。さっぱり、存在感のないおじ

ちゃん。心配だぁ～いちいちまる。の弁が大。

竜也（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

みんなからは＜いしやん＞と呼ばれる人気者。ピアカンに研修会に講座

電動車いすでさっそうと駆け抜けます。何をするにも一生懸命

んな彼の姿に感動し、勇気をもらっているひとは少なくない。久保田・

山﨑・比嘉と並んでいちいちまるの若手４人組のひとり。今年

年目の自立生活を送っています。 

ここ一番の勝負強さは、これからのいちいちまるにはなくてはならない

この４月からいちいちまるの副理事長にとして、いちいちまるを盛り上げて

いってくれていっています。 

 

ちゃんと同じく研修生。彼も福祉

パーから仕事をはじめることになる。実際に現場

って研修中。元々、足の悪い母親の車椅子を

も上々。本職はとび職。いちいちまるの比嘉・相

ぼ同じ年。男盛り・働き盛り。一見、強面

兄さんのイメージだが、話をすれば、やさ

ったいちいちまるには、救世主

（ピアサーポーター） 

とにかく、底抜けに明るい！ー明朗活発な

嫌な・辛い・悲しいことがあれば黙って聴いてくれる女性（ひと）なの

れだけで心が癒され・元気になるから不思議。２

ところあたりにひとの心を癒していく力があるのかもしれな

乗って利用者さんから利用者さんへ、平野の

っている姿は何とも言えない頼もしさと安心を感じさせる。そんな彼女

いちまるではなくてはならない存在なのです。

     

孝臣（理事長・相談支援専門員）脳血管障害

御年（おんとし）７３歳。心理学的思い込みを実践中。それは、「あ

いヤマちゃんで～す！」と、会う人ごとに言

放ってはばからない生きざま。とにかく、わけのわからん、はた迷惑

ては、自分で笑って楽しんでいる。

文学・演劇・落語・歴史極め付きは食い道楽いちいちまるには役に立

けに極めている。さっぱり、存在感のないおじ

ちゃん。心配だぁ～いちいちまる。の弁が大。 

竜也（相談員・ピアカウンセラー）脳性麻痺

みんなからは＜いしやん＞と呼ばれる人気者。ピアカンに研修会に講座

電動車いすでさっそうと駆け抜けます。何をするにも一生懸命

んな彼の姿に感動し、勇気をもらっているひとは少なくない。久保田・

山﨑・比嘉と並んでいちいちまるの若手４人組のひとり。今年

これからのいちいちまるにはなくてはならない

この４月からいちいちまるの副理事長にとして、いちいちまるを盛り上げて

ちゃんと同じく研修生。彼も福祉の世界で飯を食いたいと言

パーから仕事をはじめることになる。実際に現場

って研修中。元々、足の悪い母親の車椅子を押してきた経験もあることか

。本職はとび職。いちいちまるの比嘉・相

ぼ同じ年。男盛り・働き盛り。一見、強面 

兄さんのイメージだが、話をすれば、やさしい人柄であることがすぐに

ったいちいちまるには、救世主になる存在

 

ー明朗活発なヘル

れば黙って聴いてくれる女性（ひと）なの
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