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大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 2898 号 2016.3.1 発行
==============================================================================
＜金口木舌＞来月から障害者差別禁止法
琉球新報 2016 年 3 月 1 日
４月の施行を前に周知されたかといえば、心もとない。障害者差別解消法の施行まで１
カ月を切った。役場や学校など公的機関には障がい者への「合理的配慮」が義務化され、
民間事業所は努力義務となる▼「配慮」の一例。税金の確定申告会場が建物の２階ならば、
車いす利用者の求めに応じて１階にも説明員を配置する。公的機関ならば「他の者と平等」
な対応と配慮は間に合うだろう▼問題は民間である。法律は２０１３年に成立し、周知期
間が３年近くあったにもかかわらず、ことしに入って国から指針が次々示され、ドタバタ
感は否めない。２８日の沖縄市社会福祉センターでの研修会では、こんな報告があった▼
知的障がい者が預金通帳の発行を依頼した際のこと。
「銀行に『名前と住所を漢字で書いて』
と言われても書けない人もいる。何とか公的機関との調整で規則を変える配慮はできない
か」▼障がい者の相談に対応する比嘉ひとみさん（７３）＝沖縄市＝が言う。必ず本人が
出向く手続きも多く、負担感は大きい。事業所もそのたび休まねばならない。中には通帳
の意味を理解できない人もいるという▼到来する高齢社会を考えれば、障がいは人ごとで
はない。脇目もふらず働いてきた中で、見落としてきた社会の障壁を、いま実感している
人もいよう。全ての人にとって大切な法律を十分に生かしたい。

「たたいたのはノリツッコミ」あきれた言い訳…大阪の障害児施設虐待、府警も捜査
産経新聞 2016 年 2 月 29 日
大阪市大正区の障害児向け学童保育施設「ビックハート」で起きた虐待問題で、施設利
用者の障害児に暴行を加えるなどした女性従業員が「たたいたのは『（漫才の）ノリツッコ
ミ』だった」などと釈明していたことが２９日、市への取材で分かった。市は同日、児童
福祉法に基づき、同施設の運営会社「ぴあ」の事業者指定を３月３１日付で取り消すと発
表。大阪府警は暴行容疑で捜査している。
市によると、平成２６～２７年の間に、女性従業員が障害児１人を施設のトイレに２～
３分閉じ込めたり、５人の頭を平手でたたいたりしたほか、女性役員が１人の手首をかむ
虐待をした。従業員は「言うことを聞かなかったため閉じ込めた」、役員は「かまれたら痛
いと分かってほしかった」などと説明したという。
市は昨年１１月、虐待に関する情報提供を受けて調査を開始。虐待を受けたうち１人は
ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）と診断されたという。
また、運営会社は、実態と異なるサービス記録を作るなどして給付費約７７０万円を不
正に受けていた。同社は「入力ミスだった」と説明しているが、市は加算金を含め約１千
万円を返還請求する。
ビックハートは市の認可を受け、２５年８月に開設。特別支援学校に通う児童や生徒ら
が利用している。

女性管理職割合や育休取得率 データベース公開

NHK ニュース 2016 年 2 月 29 日
４月に「女性活躍推進法」が施行さ
れるのを前に、管理職に占める女性の
割合や育児休業の取得率など企業ご
との情報を集めたデータベースが、２
９日から厚生労働省のホームページ
で利用できます。
４月に女性活躍推進法が施行され
るのに伴い、従業員が３００人を超え
る企業は、女性の登用や働きやすさに
ついての情報のほか、数値目標を盛り
込んだ行動計画を公表することが義

務づけられます。
厚生労働省のホームページでは２９日からデータベースが公開され、管理職に占める女
性の割合や育児休業の取得率など、企業ごとの情報を見ることができます。
今は法律の対象となるおよそ１万５０００社のうち、内閣府が去年まとめたおよそ１０
００社のデータしかありませんが、今後は企業の担当者がデータベースに情報を登録でき
るようになります。
データベースではこのほか、産業や都道府県ごとにデータを比較したり、数字の見方に
ついて解説するコーナーを設けて就職活動をする学生が企業選びの参考にしたりできるよ
うになっています。
厚生労働省の担当者は「仕事を探すための参考にするほか、企業の担当者には先進的な
事例や業界の動向を知るために活用してほしい」と話しています。

放課後デイサービス「知りたい」を一冊に 道南の「考える会」作成
北海道新聞 2016 年 2 月 29 日
完成した放課後等児童デイサービス事業所のガイドブックと、中心になって作
成した中村教諭

小学生以上の障害児を預かって支援する「放課後等児童デイサー
ビス」で、函館、北斗、七飯３市町内の事業所をまとめたガイドブ
ックが完成した。道南の障害児関連の教育機関職員や保護者らでつ
くる「しょうがい児（者）の進路保障を考える会」が作成した。同
会は「事業所選びの一助にしてほしい」と呼び掛けている。
放課後等児童デイサービスは障害児通所支援事業の一つで、放課
後や長期休暇中の小学生以上を預かって、日常生活の基本動作や、
集団生活を学ぶ治療教育を提供する。
障害のある子どもの保護者はこれまで、１人で外出する時には子
どもを個人的に知人やボランティアに預けるしかなかった。外で働
いていた人が仕事を辞めることも多かったという。
放課後等児童デイサービスは、こうした保護者の負担軽減に役立つ上、子どもにとって
は、保護者以外の人との関わりを持つことで社会性を育む機会が増えるという。
２０１３年に障害者総合支援法が施行されて道南でも急増し、同会のまとめでは現在、
函館、北斗、七飯に計２６の事業所がある。ただ事業所同士のつながりが少なく、各事業
所の事業内容が把握しづらかったため、同会が昨秋から、事業内容を一覧で紹介するガイ
ドブック作りに乗り出した。
取材や編集は、道教大付属特別支援学校（函館）の中村洋子教諭（６２）が中心になっ
て進め、また各事業所は連絡協議会を組織して協力した。

ガイドブックは、２６の事業所ごとに、所在地や活動時間、療育内容、特に力を入れて
いる音楽や運動のプログラムなど紹介。これまでは、利用希望者が個別に問い合わせなけ
れば分からなかった内容といい、中村教諭は「ガイドブックを有効に活用してほしい」と
期待する。
ガイドブック完成に合わせ、今月７日には道教大付属特別支援学校で学習会が開かれた。
各事業所のスタッフや保護者、福祉行政の担当者ら約１００人が集まり、今後の事業所同
士の情報交換などについて意見を交わした。保育園や幼稚園との連携、保護者ケアのシス
テムづくりを求める声もあった。
ガイドブックはＡ４判、２８ページ。５００部作成。１部５００円。希望者は同支援学
校（電）０１３８・４６・２５１５へ。
（内田晶子）

小児医療充実へ新病院
読売新聞 2016 年 03 月 01 日
◇県一体化案 重篤障害など対応強化
三日月知事は２９日、設立から３０年近く経過する県立小児保健医療センター（守山市）
について、重篤な障害や疾患を抱える子どもへの対応を強化するため、隣接する県立成人
病センターと一体化して新たな病院組織をつくる方針を明らかにした。
この日の県議会一般質問に答えた。県病院事業庁経営管理課によると、医学の進歩で新
生児や乳児の死亡率が下がる一方、重症障害児数が全国的に増加。しかし、小児保健医療
センターでは患者に必要な医療機器を導入しようにも部屋が狭すぎたり、個室が足りなか
ったりと問題を抱える。
また、県内の小児救急医療を支えるための態勢強化や、長年小児科で診療を受けて成人
した患者が別の医療機関にスムーズに移行することなども課題だった。
県は今年度、センター機能の再構築を議論する委員会を開催し、基本構想案をまとめた。
案では両センターを一つの病院組織とし、リハビリテーションセンターや検査部、薬剤部
などを共通の部門として運用。小児保健医療センター療育部と守山養護学校については、
県教委とあり方を協議する。来年度に基本計画をまとめ、組織形態や開院のスケジュール
などを決める。
三日月知事は「小児から成人まで連続した診療、支援体制が大切。機能再構築を実行性
あるものとする組織・施設の整備をすすめたい」と述べていた。

札幌の福祉施設職員刺殺事件から２年、刑法３９条「差別の遠因」 被害者の父、シンポ
で訴え
北海道新聞 2016 年 2 月 29 日
木村邦弘さん（右奥）らが参加して行われたパネル討論

札幌市白石区の社会福祉施設で２０１４年２月
２７日、職員の木村弘宣（ひろのぶ）さん＝当時（３
５）＝が入居者の男性に刺殺された事件から２年が
経過したことを受け、心神喪失・心神耗弱者の行為
は刑を免除・軽減すると定めた「刑法３９条」の在
り方などを考えるシンポジウムが２８日、同市中央
区の市教育文化会館で開かれた。
シンポジウムは、木村さんの父邦弘さん（７０）が事件後に設立した「精神障害者の自
立支援を考える会」
（札幌）の主催で、約１３０人が参加した。
基調講演で、邦弘さんは「精神障害者の裁判を受ける権利を奪う刑法３９条そのものが、
精神障害者への差別や偏見の遠因になっている」と指摘。被害者の遺族にとっても、裁判
で意見陳述する場が失われる弊害があると課題を語った。
引き続き行われたパネル討論では、邦弘さんが「精神障害者が事件を起こして不起訴に

なっても、被害者が消えるわけではない」と述べ、被害者や遺族への支援態勢の充実を訴
えた。また、弁護士や精神保健福祉士らが司法制度や福祉現場の現状について意見を交わ
した。
殺人未遂容疑で現行犯逮捕された入居者の男性は後に、殺人容疑に切り替えて送検され
たが、札幌地検が鑑定留置を実施。地検は１４年５月、心神喪失で刑事責任を問えないと
して、男性を不起訴処分とした。
（五十嵐知彦）

高齢者のうつ、目立つ「孫離れうつ」
朝日新聞 2016 年 2 月 29 日
高齢者のうつ病に詳しい北里大学北里研究所病院精神
科の高橋恵医師によると、高齢者のうつ病は、大きく①
以前にうつ病の既往歴があり、老年期に再発する②老年
期に初めて発症する――の２ケースに分かれる。②のき
っかけで多いのが、失業や退職、配偶者の死などの「喪
失体験」だ。
ここ数年目立ってきたのが、
「孫離れうつ」ともいえる
現象だという。両親が共働きのため、孫の面倒を見てい
た祖父母が、孫の成長とともに役割を失い、うつになる
パターンだ。
８０代の男性患者は、両親の代わりに、孫の幼稚園へ
の送り迎えをしていた。ちょうど仕事を退職して、孫の
世話に生きがいを見いだしていた。ところが、孫が小学
校に入ると、気分の落ち込みがひどくなり、高橋医師の
もとを受診した。
７０代の女性患者は、娘と２世帯住宅に住み、孫の世
話をすることに生きがいを感じていた。だが、中学生に
なると、
「うざい！」「お前なんか出ていけ！」などと言われるようになり、うつ状態にな
った。
一方、うつ病だった７０代女性は、孫が大学生になったとき、同居するようになった。
弁当を作るなど、孫の世話をするという役割を得て、うつも回復してきたという。
こうした「孫離れうつ」の予防について、高橋医師は「孫だけに気持ちを集中させず、
スポーツを楽しんだり、地域社会と交流したり、興味を分散させた方がいい」と助言する。
さらに高橋医師は「今後、独居高齢者の増加とともに、
『孤立うつ』が問題になるだろう」
と警告する。
「独居の患者さんで、健康風呂に通ったり、友達と一緒に住んだりするように
なって、元気になったケースもある。抗うつ薬の適正な使用だけでなく、独居の人を地域
で支える仕組みづくりが大切になる」
また高齢者の場合、若年層に比べ、精神科の受診につながりづらいことが多いようだ。
県精神神経科診療所協会副会長を務める長谷川洋医師は「特に男性の方は、精神科に抵抗
感があり、自ら受診しない傾向がある。また高齢者の場合、体の痛みや違和感などにうつ
症状が出ることが多く、メンタルな病気とは思いにくい。体に痛みなどがあって、検査し
ても異常がない場合は、精神科を受診してほしい」と話している。
■「生きがい感じる」が８割 ６０歳以上
高齢者は、
「生きがい」についてどう感じているのか。２０１４年版「高齢社会白書」に
よると、６０歳以上の高齢者の約８割が「生きがいを感じている」と答えた。「十分に感じ
ている」と「多少感じている」が、各４割だった。男女別にみると、男性が７９・８％で、
女性の８３・２％に比べ低かった。
また、ソニー生命保険は１３年に、５０～７９歳の男女１千人にインターネットで「シ
ニアの生活意識調査」を実施した。「生きがい」と「やる気の源」について尋ねたところ、

「
（旅行など）趣味」
（６１・１％）がトップで、
「パートナー（妻・夫・恋人）
」
（４３・９％）
、
「夢・志」
（２７・３％）などの回答があった＝グラフ。
「ペット」と答えた人も１０・６％
いて、ペットがシニア世代にとって大切な存在であることが浮き彫りになった。
具体的な中身を尋ねると、
「日本一周鉄道の旅」
（７０代女性）といった回答のほか、「語
学の学習を通して視野を広げたい」（６０代女性）など学びを深めたい志向、「介護ボラン
ティアとして社会に貢献したい」
（６０代男性）といった思いが現れた。
「大切に思うもの」を尋ねた結果、「社会貢献」と答えた人は１０・１％。年代・性別に
みると、６０～７０代男性が１５・２％で、５０代男性の６・０％に比べ、約９ポイント
高かった。同社では「仕事の第一線を定年で退くに際して、社会貢献を考える機会を得て
いるのかもしれない」と分析している。
■高齢者のうつ病の特徴
・身近な人や役割の喪失による発症が多い
・
「老老介護」のストレスが引き金にも
・体の痛み、めまいや耳鳴りなど身体症状に出る「仮面うつ病」が多い
・心配性で体の症状を気にしすぎる「心気的」な傾向が強い
・不安や焦燥感が強い
・妄想を抱きやすい
・認知症と見分けるのが難しいことも
（長谷川洋医師らへの取材による）

遊べる「ベーゴマクッキー」
、川口の障害者支援施設が製造・販売 埼玉
産経新聞 2016 年 3 月 1 日
■型は地元の鋳物「新たな名物に」
鋳物の街として知られる川口市の障害福祉サービス事業所「晴れ晴れ」が、ベーゴマ原
寸大のクッキーを作り商品化した。日本で唯一ベーゴマを製造・販売する「日三鋳造所」
（同
市）も公認で、川口鋳物の型を使って焼き上げた。同市内の商業施設などで１日から販売
を開始し、晴れ晴れは「クッキーを通して施設や川口を知るきっかけにもなる。川口の新
たな名物になれば」と期待を寄せている。（川峯千尋）
ＮＰＯ法人「ヒールアップハウス」が運営する晴れ晴れは平成２０年４月、精神障害者
の自立支援を目的に設立。現在は約４０人が登録しており、パンやお菓子の製造販売や、
メール便の配達などの就労事業に取り組んでいる。
かねてから「川口ゆかりの商品」製作を考えていた石崎美智施設長が、同市の鋳物金型
メーカー「大滝合金」の工場見学を機に、クッキー型の製作を依頼。２年連続で同施設が
パレスホテル大宮（さいたま市）主催の焼き菓子コンテストに優勝した縁で、クッキー製
作には同ホテルの指導を受けた。
当初はベーゴマの特徴の八角形やうず模様がなかなか表現できず、材料や調理法を試行
錯誤。焼き時間を調節したり、生地に米粉を加えたりと工夫を凝らし、約２年かけて味や
食感に満足できるクッキーが完成した。
味は子供から高齢者までがおいしく食べられるようにと、プレーン、みそ、ごま、ココ
アの４種類を用意した。原材料も地元産にこだわり、県産の小麦粉と米粉のほか川口御成
道みそを使用。今後は紅茶やコーヒー、黒糖など季節限定の味も展開していく予定だ。
製造販売担当の椎木芳江さん（３９）によると、忠実に再現されたベーゴマ型のクッキ
ーは実際に回すことも可能。椎木さんは「施設利用者の中には、自分に負い目を感じてい
る人もいる。クッキーを通して自分たちができることや、地域の方々への感謝を伝えられ
たら」としている。
ベーゴマのひもをあしらった１２個入り１袋で４００円。当面は月１千袋の販売を目指
し、晴れ晴れのほか、そごう川口店（川口市）、大丸浦和パルコ店（さいたま市）で販売す

る。１日は３店舗で、４日は川口市役所本庁舎内で試食会を行う。
問い合わせは晴れ晴れ（電）０４８・２６９・８２８８。

「ヘアー＆ふれあいファッションショー」１０月に広島で開催
産経新聞 2016 年 3 月 1 日
■ファッションセラピー体験を
身だしなみをおしゃれにすると心が弾む効用をお年寄りや障害者らに生かす「ヘアー＆
ふれあいファッションショー」が１０月、広島市中区千田町の市社会福祉センターで予定
され、主催者が出場者（モデル）の募集を１日から始める。３１日まで。
主催は「ファッションセラピーの会ヒロシマ」（広島市中区、伊藤恒夫代表）。ショーの
開催は、日常生活でふさぎがちになり、おしゃれをしたくとも叶わないとあきらめている
お年寄りや障害者、病気療養の人に笑顔を広げることを目的としている。平成２１年１１
月に初開催し、今回は８回目。これまでに延べ約３００人のモデルが、約６００人のスタ
ッフとともにおしゃれを楽しんだ。
ヘアー、メイク、着付けなどをプロの美容師が担当し、フラワーアレンジメントのプロ
や装飾専門学校生らも力を結集し、モデルを“大変身”させる。
ショーの開催は１０月１０日午後１時半から。募集対象は高齢者、障害者、療養生活を
送っている男女。定員は５０人で先着順。参加料は５千円（チケット２枚を含む）。モデル
をエスコートするスタッフも募る。
４月２５日に事前説明会を市社会福祉センターで開催。６月に衣装合わせ、９月にリハ
ーサルを予定している。
応募は往復はがきに氏名、ふりがな、年齢、電話番号、申し込み動機を書いて、〒７３
０－０８０５ 広島市中区十日市町２の６の２３ 玉国ビル１階 ビューティー イトー
内の事務局（電）０８２・２９３・１４７１まで。

ＩＱ１２６以上の子が集う米保育園は「答え」を教えない
毎日新聞 2016 年 3 月 1 日 轟麻衣子 / 株式会社ポピンズ取締役
スタンフォード大学編（２）
米スタンフォード大学内とその近隣の保育
園では、子供の主体性を育む保育・教育が実践
されているのが特徴です。前回ご案内した大手
ＩＴ企業の企業内保育所では、保護者の積極的
な保育への参加を促しながら、子供たちには
「できることは自分で行わせる」という方針で
した。
ＩＱ１２６以上の子供が集う特別な学校
今回ご紹介する「ヌエバスクール」も保育・
教育方針は似ています。ただ、この学校はある
意味、とても特別です。日本の幼稚園から中学
校までに相当する４〜１４歳を対象としてい
るのですが、
入学の必須条件の一つに「ＩＱ（知
能指数）１２６以上」という条件があるのです。
集中して読書をする時などに子供たちが使うヘッド
ホン

米国では、幼いのころからＩＱテストを行うのが一般的で、行政なども高い指数の子供
に積極的な教育支援をするという背景があります。ＩＱ１２６以上というと、その割合は

２０〜３０人に１人。その中でも選抜された子供は、「gifted（ギフティッド、神から与え
られた）
」と呼ばれます。ただ、例えば、驚異的な暗記力を持つなど知能レベルが高い一方、
コミュニケーションに難のあるアスペルガー症候群（高機能自閉症）などの発達障害を持
ち合わせている割合も、高いのです。そうした子供もみな、神から与えられた存在という
意味が「gifted」には込められています。
ヌエバスクールでは、秀でた能力や障害を子供それぞれの個性と捉えて、秀でた部分は
さらに伸ばし、苦手な部分は克服していくことを目指しています。そのため、音楽や科学・
数学、対人関係など七つの分野の専門家を置いて、授業を行っています。また例えば、音
に敏感な子供には読書をしたり、集中したりする際に、周囲の音を遮断するヘッドホンの
着用を認めていて、子供の個性に応じた最適な教育環境を用意しています。
子供たち自身が役割を決めた当番表
教室内の様子を見てみましょう。５歳児の２０人ほどのクラスを視察させてもらいまし
た。まず目にとまったのは、子供たちがその日１日、何の係を担当するかを示す当番表で
した。表には、シンガー、ＤＪ、フォトグラファーなど役割を示した札が並んでいます。
その横には、担当する子供の名札も掲示されていますが、１人１役というわけではなく、
一つの役割に２人というケースもありました。
ユニークな役割が並ぶ当番表

なんともユニークな当番表ですが、これは年度初めに
子供たちが、クラスに必要な当番（役割）を話し合って
決めて、持ち回りで担当しているのです。シンガーなら
率先して歌い周囲を盛り上げる係、ＤＪは歌う曲を決め
る役でしょう。自分たちで決めたからこそ、一生懸命に
その役を果たそうとします。
また、名札は意外なところでも使われていました。制
作中の工作物の上に名札が置かれているのです。休憩や
帰宅により工作物の制作を中断するときに片付けること
なく、あとで中断した状態から再開するための工夫です。
子供が時間を気にすることなく思いのままに制作に没頭
できます。大人が決めた時間割や習慣に縛られることな
く、子供の探求心を生かし、思いを尊重するアイデアと
いえます。
失敗を指摘する言葉「それは美しい間違いだ」
先生は子供たちとどのように接しているのでしょうか。
ある先生に話を聞くと、「先生として達成感を得るのは、
子供たちが私に疑問や質問の答えを“聞かなくなった時”」だと言います。日本では、一般
的に保育士でも小中学校の先生でも、子供に必要な知識を教えるのが、その役割だと考え
られているでしょう。
子供たちのロッカーには自分で描いた絵が貼
られている

これも主体性を育む工夫なのです。
疑問や問題を抱えた子供に対して、先
生は、「友達に聞く」「前に自分がどう
やったかを思い出す」
「周囲を目を向け
る」の三つのことを繰り返し促すそう
です。こうして子供たちは、自分とそ
の周囲の友達や物事から答えや解決策
を見つけるようになるのです。
そして、問題を解決したり、何か達成したりした時には褒めるのですが、決して大げさ

ではありません。結果ではなく、そのプロセスを評価するのだそうです。この褒め方につ
いては、子供のやる気に関する研究で著名なスタンフォード大学のキャロル・ドゥエック
教授の講義と関連するので、４回目で詳しくご紹介します。
また、何かに失敗した際には、
「それは美しい間違いだよ」と諭すそうです。次の進歩に
つながる機会であることを強調するのです。こうした保育の背景には、「個々の現状や可能
性をたたえよう」という意識があります。
徹底的に長所と個性を伸ばす
さらに、ある教室に掲示されていたのですが、ヌエバスクールの先生は、子供は「探偵」
であると考えています。子供は、興味あるものや課題を自ら見つけ出し、観察や分析を重
ねて、積極的にどんどん探究していくのです。この一連の流れが学びを深めていく過程だ
という考えもこの学校の根底にあります。
こうして子供たちは、自分たちでやるべきことを決めながら、それを実現するために自
らと周囲の力を生かしてさまざまなことにトライしていくのです。その過程で、長所を伸
ばし、仲間とのつながりを深めているのだと思いました。
ヌエバスクールには、特殊な子供たちが集まっていて、彼らに合わせた教育が実践され
ています。英国編（４）でも紹介しましたが、子供は小さいながらも独自の経験を積み重
ねた個性を持つ存在です。一方的に大人が
教えるのではなく、子供の能力、興味・関
心を引き出し伸ばすのが、これからの教育
の一つの方針になるのだろうと感じてい
ます。
次回は、子供たちが自由に遊ぶことを重
視するスタンフォード大学心理学部付属
の保育園「スタンフォード・ビング・ナー
サリー・スクール」をご紹介します。
ヌエバスクールを視察した研修参加者。後列右から３人目が筆者

障害者支援法案を閣議決定 ２０１８年４月施行
共同通信 2016 年 3 月 1 日
政府は１日、障害者総合支援法の改正案を閣議決定した。障害がある子どもの支援を強
化することなどが柱。施行日は一部を除き、２０１８年４月１日。
虐待を受けて児童養護施設などにいる障害のある子どものために、保育士や支援員を派
遣し、生活訓練などを行う。人工呼吸器などの医療的ケアが欠かせない子どもの支援も充
実させる。
６５歳になると原則、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行し、新たに１割の
自己負担が生じる問題への対策として、低所得者に限り負担をゼロにする救済策も盛り込
んだ。

月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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