障がい者の社会参加を広げる
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「おおぞら」は、グループホームの運営・就労支援の活動を軸に、主に知的障がい・発達障がい
のある方々の地域生活を支援する活動を行っています。
“障がいのある方が、地域の人々とともにふつうに暮らすこと”、それが私たちの願いです。

これまでたくさんの方々にご寄附として私どもの活動をサポートしていただいたことが、つらいことの
多かったコロナ禍においても、活動の大きな支えとなっています。お陰様で無事認定 NPO 法人を取得
することができました。今後も皆さまのお役に立てるよう、地域に根差した活動を継続していきたいと
思います。引き続きご支援お願いいたします。

賛助会員・ご寄附にご協力をお願いします
活動にご賛同いただける方のご入会・ご継続お願いいたします。

たくさんのご寄付をありがとうございました
ご報告が遅くまりましたが、皆さまからのご寄付をグループホーム事業、就労支援事業の中で活用させていただきま
したことをご報告いたします。皆さまのご協力が利用者さんの生活の安全を守り、また生産活動を発展させるための大
きな支えとなっています。 たくさんの方々からのご寄付に、改めて感謝いたします。

■ 2018 年度 寄付額

477,870 円

（52 名）

■ 2019 年度 寄付額

766,395 円

（162 名）

■ 2020 年度 寄付額

988,000 円

（119 名）

寄附金で購入したポップ
コーンマシーンを使い、
イベントで自家栽培の
ポップコーンを販売をし
ました！

★ 2018 年度、グループホーム事業では賃貸で運営して
いたグループホームひまわりの屋根が台風被害で損壊
するという緊急事態に直面しました。大急ぎで町内に移
転先を探し、その移転にかかった費用の一部と、その時
の教訓から防災用品を購入させていただきました。
★ 2019 年度は主に野菜栽培のための備品や自家栽培
のポップコーンを販売するためのポップコーンマシーン
購入や 2 月に利用者さんと栃木県のココファームへ視
察にいきました。、グループホームでは長く使用した洗
濯機や炊飯器が故障し、新しいものを購入させていた
だきました。コロナ感染症の対策として衛生用品も購入
しています。
★ 2020 年度は、就労事業では、事業所入口に飛び出し
防止のガードをつける工事をして、利用者さんの安全確
保に寄付金を使わせていただきました。またグループ
ホーム事業では、長く使用していた掃除機
や体重計等の備品が壊れてしまい、買い替
えさせていただきました

トピックス

障害者のひとり暮らしを支える仕組み

相談員として、ひとり暮らしを始めた身体障害者の方の支
援を担当させてもらうことになり、不慣れな在宅支援につ
いて、たくさんのことを勉強している。
病気が原因で片足を切断したＡさん。手術後のリハビリを
経て退院が決まり、ご自宅でのひとり暮らしに向けて、福祉
サービス調整の依頼を受けた。 長期入院後の退院を心待ち
にされているＡさんに、単身生活で何が一番困りそうです
か？と聞くと、
「困るのはゴミ出しかな」と、意外な答えが返ってきた。
「食事は宅配を利用して、掃除はルンバ(自動掃除機)、洗濯
は洗濯乾燥機を買ったから家事はたぶん大丈夫。家の中は
車椅子で移動して、玄関の階段は手すりを付けたから、手す
りと杖に頼って道路まで下りる、そこからは両手杖と外に
おいた車椅子で移動できるから、外出はなんとかなる。ただ
さすがにゴミを持って歩くのは無理かなぁと」
なるほど、ゴミ出しか！と、熟練の相談員さんに話したら、
牛久市にはゴミ出しが困難な方のための「ふれあい訪問収
集」という制度があるよ、と教えてもらった。市のホームペー
ジでは、この制度の対象者は「日常生活に介助あるいは介護
を必要とする身障者世帯 」と書いてあった。これがあれば問
題解決！と、さっそく廃棄物対策課の窓口に赴き、Ａさんが
両手が杖でふさがっていて、片足歩行ではバランスも悪く、
ゴミを持って出られないと説明。すると、窓口から意外な答
えが返ってきた。

「ひとりで外出できる方はこの制度は使えま
せん。全く外に出ない方だけが対象です」
「え(・・? 全く外出しないって、寝たきりの方が対象と？」
「そうです、そういう方です」
「でも寝たきりの方がひとり暮らしするとは考えにくいか
ら、つまり誰も使えないことになりますが・・・。」
窓口で聞いた理由を要約すると、文言にある「日常生活」と
は「家の中」という意味で、車いすや杖であっても自力で外
出できる方は対象とならない。この制度は他の福祉サービ
スでもどうにもできない方が使える最後の制度だ、と。
結局申請もできずに門前払いとなってしまい、ゴミ収集が
頼めなかったとＡさんに報告し、力不足を謝罪した。 モヤ
モヤするので、他の相談員さんたちにも聞いてみると、少な
からぬ障害者の方々がふれあい訪問収集の利用を断られ、
ゴミ出しがままならない状況があるとわかり、驚いた。
う～ん、これは何とかせねば・・・。
その後Ａさんは、溜まったゴミを自力で出していた。もち
ろんゴミ袋を持って歩くことはできないので、「杖でゴミ袋
をポ～ンと飛ばして、転がしながらゴミを出しましたよ。
ホッケーの要領でね。ゴミ袋が破けたらおしまいですけど
ね～。」と笑っていた。
ひとり暮らしを支えるどころか、自分の力不足の落ち込み
をＡさんの前向きな明るさに慰められつつ、学びの日々は
続く
（な）

きりの木のみんなと
ディズニーランドの
スターツアーズに行
きたい。ピアノが
もっと上手に弾ける
ようになりたい。

2021 年 4 月、きりの木に、特別支援学校を卒業した
ばかりのフレッシュな 6 人が新たな仲間として加わりま
した。頼りになる（かな？）先輩たちと一緒に様々な作業
を行い、それを通じて“働く”ということを学んでいきま
す。
そこで今回は、新人 6 人をご紹介していきます。

え ん どう そ う

遠藤 颯
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神谷 蒼音

お仕事を頑張っ
ているところを
お母さんに見せ
たい。ソフトボー
ルを頑張りたい。

目標に向かって

よこやま

ゆい

横山 結

夢はファッション
デザイナーにな
ること。きりの木
ではいろんな仕
事に自分から取
り組みたいです。

がんばりまーす！！
ハピリィマルシェは新型コロナの拡大をうけて、店内での飲食を休止し、テイクアウトでのお弁当販売とオ
リジナル製品の販売のみ行っております。営業時間も１１時～１５時と短縮しております。ご不便をおかけしま
すが、ご了承ください。

改めて新型コロナ感染症について
グループホームこすもに入居する青野さんが、
この度、勤務してい
る“株式会社カスミみ
らい”様より“皆勤賞”
と“ムードメーカーで
賞”をいただきまし
た。普段の努力を表
彰していただき、青
野さんとても嬉しそ
うでした。これからも
つつがなく勤務して
いけるように、スタッ
フ一同支援していき
ます。おめでとう！

新型コロナ感染症がまた増えてきております。緊急事
態宣言が東京、京都、大阪、兵庫、愛知、福岡、北海道、
岡山、広島に。まん延防止重点処置が沖縄、埼玉、千
葉、神奈川、愛媛、岐阜、三重、群馬、石川、熊本に出さ
れています。感染者に占める変異株の割合も徐々に増
えています。変異株は重篤化するまでが早いようです。
ワクチン接種が行われてはいますが、集
団免疫を獲得するまでにはまだまだ時間
がかかりそうです。
茨城県においてもまだまだ油断はでき
ない状況です。長い長いコロナ感染症との戦いとなっ
ていますが、マスク着用、手指消毒、三密の回避を徹底
し、感染予防に努めてまいりますので、皆様もどうぞお
気を付けください。

税制上の優遇処置について
「おおぞら」にご寄付いただいた場合、
寄付金控除等の優遇処置を受けること
ができます（寄付金の受領書が必要で
す）。賛助会員費および寄付としてご
入金いただいたものが優遇税制の対象
となります。

①オンライン上で寄付ができるようになりました
クレジットカードでの決済と銀行口座へのご入金案内が利用できま
す。寄付の際に必要な情報が入力できますので、
事務処理の軽減につながります。オンラインでの
ご寄付にご協力ください。下の URL か右の
QR コードを読み込んで、専用寄付サイトからお
願いします。

今後の寄付金の用途
◆重度障がい者対応グループホームの
新設を企画中です（バリアフリー、平
屋構造、スプリンクラー設備・・・）
◆就労支援事業拠点移設を企画中（野
菜加工場、菓子類製造場を併設）
控除のモデルケース(国税庁 HP より）

https://congrant.com/project/
ohzora/2595

②ゆうちょ銀行の払込取扱票でのご寄付
おおぞらで用意しています、ゆうちょ銀行の払込取扱票をご利用いた
だくと、記入箇所が少なく便利です（払込手数料はおおぞら負担で
す）。事務局へご連絡いただければお送りいたします。（今回同封させ
ていただいています）

③その他の方法でのご寄付
ゆうちょ銀行口座

筑波銀行口座

○ゆうちょ銀行から

支店名：牛久支店

記号： 10650
口座番号： 36581501
名義：特定非営利活動法人おおぞら

口座番号：普通 1193823
名義：特定非営利活動法人おおぞら
理事長 小澤純也

 
○ゆうちょ銀行以外から
店名：〇六八（ゼロロクハチ）
店番： 068
種目：普通預金
口座番号： 3658150
名義：特定非営利活動法人おおぞら

○お問合せ先
おおぞら事務局（平日 9 時-17 時）
電 話： 029-873-8883
メール： mail@npoohzora.org

2021 年度会員募集！

SNS 発信をしています
※それぞれ以下の検索ワードで覗いてみてください
Twitter → NPO 法人おおぞら/ハピリィマルシェ/ ＠ npoohzora
Facebook →特定非営利活動法人おおぞら
Instagram → npoohzora / 特定非営利活動法人おおぞら
日々のできごとをゆる～く更新中！よろしければフォローを
お願いします

当法人の活動にご賛同いただける方のご入会をお待ちし
ております。
期間： 2021 年 4 月～ 2022 年 3 月
◎正 会 員 ： 3,000 円

◎賛 助 会 員 ： 3,000 円

◎団 体 正 会 員 ： 10,000 円 ◎団体賛助会員： 10,000 円
※振込用紙をご希望の方はご一報ください。
○活動へのご寄附へもご協力をお願いいたします

特定非営利活動法人おおぞら理事長

小澤 純也 編集

おおぞら事務局

住所：〒 300-1237 茨城県牛久市田宮 3 丁目 1-18 電話:029-873-8883 ファクシミリ:029-886-5161
ホームページ: https://npoohzora.org
E-mail: mail@npoohzora.org

