ＮＰＯ法人ぶうしすてむ通信

特定非営利活動法人「ぶうしすてむ」って何をしてるの？

パソコンやインターネットは障がい者にとっても有効なコミュニケーション手段。この数
年、パソコンはまさに「パーソナル」になり、誰もが利用できるものになりつつあります。
「インターネット」の発達により、これまで難しかった障がい者の自宅にいながらにしての
コミュニケーションを身近なものにしてくれました。
「ぶうしすてむ」は、 年にこのよう
な時代背景のもとに生まれた、パソコンによる障がい者の活動と就労を支援するＮＰＯ団体
です。障がい者がパソコンやインターネットを利用することにより、真のノーマライゼーシ
ョン社会を実現することを理想にしています。

「ぶうしすてむ」障害者就労支援の移り変わり

２００４年
事務所が衣山の広い場所になり、有効な使用について会員の間で話し合いがも
たれました。福祉作業所にする案などありましたが継続の面で問題があり、私ど
もが持っているＩＴ技術を生かすという方向から、就労向けのＩＴ研修に軸足を
移しました 。
２００５年
一般の会社に就労が難しい人たちがチームになって在宅で働くプロジェクト
「マニファクチャＢＵ」を創り、研修から実務営業までの一つの会社のような組
織を目 指 しました。
２００８年
「マニファクチャＢＵ」の事業は実績も上がり、働いている人たちの雇用も視
野に入るようになりました。しかし、事業を続けるために支援する人に対する人
件費や設備の費用などを捻出する必要があり、障害者就労支援の助成金を探しま
した。
障害者雇用促進法の助成金では、私どもは研修し仕事が出来るようになって雇
用を考えているので、日頃コンタクトのある方の雇用は適用されませんでした。
一方、障害者自立支援法の福祉的な就労の選択も考えましたが、人数の規模や
資金の面で設立が困難でした。
２００９年
砥部焼陶板の写真焼き付け事業やＮＰＯサポートセンターのネットワーク事業
で何かと交流のあった福祉作業所「ころころ」さんは、自立支援法の就労や生活
介護の方＜向への希望があった。そこで２つのところが助け合いながら就労継続
Ａ型とＢ型事業所にする検討を始めました。
２０１０年
「ＮＰＯ法人ころころ」を経営母体として、ころころさんで働いていた人たち
はＢ型に、私どものＩＴで働く人たちはＡ型に参加する。この様な仕組みで新し
い事業所を今年４月から発足する事になりました。

なお「特定非営利活動法人ぶうしすてむ」は今後
も従来通 りパソコンボ ランティアや就労支援のた
めのＩＴ研修、お仕事の受注などの活動を継続し
て行いま す 。

新しい事業所の名前は「ひかり」です。
住所 伊予郡砥部町重光２３番地

当面、ぶうしすてむのメンバーからは１０名の方
に就労継続Ａ型とＢ型で働いてもらう予定です。
（二神）

97

2010 年

2 月号

ああ徒然日記・・・ おすすめグルメ・・ 掘り出し物あれこれ ・・
『また、飲みたい。』
皆さん、ゆずジュース飲んだことありますか? いろんなジュースが出てますよね～
有名な『ごっくん馬路村』『ゆずもう一杯』などまだたくさんありますが．．．．．この間、新空港通りにある
『珈琲蔵人 珈蔵』さんに行ってきました。こちらのお店、地元の進和珈琲さんがチェーン展開しているお店でして、
なかなか雰囲気もよく、落ち着けるお店でした。そこで、メニューに出ていた、『ゆずジュース』を頼んでみました。
おしゃれなグラスに入れて出てきたジュースを飲んでびっくり！「うまい！」いろいろと『ゆずジュース』を飲んで
きましたが全然違う。とても濃く、でも全くしつこくない、すばらしい飲みやすさ。高知にてよく買っている
『ゆずもう一杯』好きなんだけど．．．．．．次元が違う。店内にいろいろコーヒー豆など販売しているのでもしやと
思いのぞくとありました。『ゆずジュース』産地はなんと鬼北町！有名ですよね～。
今度、鬼北町に行ったら探してみようと計画中。
皆さんも、くつろぎの時間に一度足を運んでみてはいかがでしょうか？（akisute）
『徳島名物フィッシュカツ』
フィッシュカツまたはフィッシュかつとは、魚のすり身にカレー粉などの香辛料を入れ、
パン粉をまぶして揚げた食品です。
主に徳島県東部で食べられているローカルフードなのであります。
魚肉のフライではなく、魚肉練り製品の一種なのであります。
徳島県小松島市の蒲鉾屋「津久司蒲鉾」が戦後すぐに売り出したのが始まりだとする説が有力。
現在は、徳島市などにも多くの製造業者があり、徳島県内ならどこでも買えます。
ここ数年で「うまいＢ級グルメ」として脚光を浴びはじめました。
徳島県人にとってはなつかしい家庭の味なのです。（かとちゃん）

障害者のためのパソコン支援ボランティア募集

ああ徒然日記・・・ 趣味悠々編
愚陀仏庵句会
昨年より私共に編集を依頼されている「滑稽俳句協会」会長の八木健さん主催の「松風会」
の句会に夏頃から参加しています。由緒ある場での句会の緊張と、様々な方の生き方に触れる
事が出来る面白い２時間を過ごしています。中世の連歌の催しもかくやあらんと想像していま
す。
年末は、ＮＨＫのＦＭでのライブが有り、今週は、十津川警部シリーズのロケで中西良太さ
んが来られ、翌日は誰もいない愚陀仏庵の撮影があると言われていました、どの様なドラマに
なるか楽しみです。
中西さんが、分かりやすい句が良いと言われて私の句を選んで頂きました。
確かに分かりやすい。
菜の花や斜面に明日を点描す
年末３１日の句会では、
名所に華やぐ句会や年の暮れ
翌日は１から始まる元旦の意味も込めて、７．８．９．１０をな、は、く、との言葉でつな
いだ遊び心の句を作りました。今までで評判が良かったのは、

冴るかな眠れぬ義母の杖の音
中世の和歌が好きでしたが、やってみると
俳句もまた面白いかも。

漱石
子規

-1(紅い八月)
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パソコンに関する各種相談
（インターネット関連、アプリケーション操作関連）
パソコンの定期的な学習指導
（デジカメ、ワード、エクセル、その他）
パソコンの単発的な学習指導（同上）
パソコン不具合修理、設定変更等
各種学習会等の講師、アシスタント等
各種事業活動の広報用ポスター、チラシ作成等
電子基板の半田付けなどの他、参加可能な活動

みなさまのパソコンボランティア活動へのご参加をお待
ちしております。ご協力していただける方は下記までご
連絡ください。
特定非営利活動法人 ぶうしすてむ 事務局
〒７９０－０８２４
愛媛県松山市御幸２丁目１－１６
TEL ０８９-９２３-５００２
FAX ０８９-９２７-１５５７
E-mail staff@busystem.jp
＜砥部作業場＞ 伊予郡砥部町八倉１７０
TEL ０８９-９８９-４４００

愚陀仏庵
夏目漱石が松山中学校に赴任していた時下宿して
いた離れを再現したもの。
子規はここに５２日間居候して句会などを開いていた。
漱石も自らを「愚陀仏」と称して，俳句に熱中した。
愚陀仏は主人の名なり冬籠
桔梗活けてしばらく仮の書斎哉

現在ぶうしすてむでは、各種講習会の開催及び各種事業運営の
ほか、障害者（上下肢障害、視覚障害、聴覚障害など）からの
依頼で、次のようなボランティア活動を行っています。

ホームページ http://www.busystem.jp/
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住所 東温市野田 2-486
電話 089-955-0134
営業時間
11 時 30 分～14 時、17 時～21 時 30 分（21 時 LO）
定休日 第 2･4 火曜
席数 45 席
駐車場 完備台(おいしい広場駐車場共有)
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愛媛県歴史文化博物館
テーマ展 「おひなさま」
場所 愛媛県西予市宇和町卯之町 4-11-2
愛媛県歴史文化博物館
TEL：0894-62-6222(代表)
FAX：0894-62-6161
開催期間：平成 22 年 2 月 16 日～4 月 4 日
開館時間：午前 9 時～午後 5 時 30 分
（展示室への入室は午後 5 時まで）
休館日：2 月 22 日(月)､3 月 2 日(火)､8 日(月)､15
日(月)､23 日(火)
会場：考古展示室・文書展示室
観覧料：常設展観覧料が必要です。
※小中学生の方は、常設展観覧料は無料です。
春の訪れと女の子の成長を祝う雛祭り。西条藩松
平家の雛飾りから明治天皇・皇后の変わり雛まで、
多彩なおひなさまを桃の節句にあわせて公開し
ます。

詳しくは松山市地域経済課のホームページをご覧下さい。
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/chiikike/1194731_1019.html
ぶうしすてむも第４号の指定事業所になりました。
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/chiikike/1196233_1019.html
ぶうしすてむにテレワーク業務を発注していただくと、発注金額の１割が松山市から発注者
に支払われます。例えば１０万円の仕事を発注すると１万円が支払われますので、結果的に通常
の見積り金額の１割引きで発注することができるということです。ホームページの作成やチラ
シ、パンフレットの作成など、パソコンを使って行うあらゆる業務を取り扱っておりますので、何
かテレワークでできるお仕事がありましたら、是非ぶうしすてむにご相談下さい。（川崎）
ぶうしすてむではパソコンの設定や不具合が出た場合の対処方法などの技術情報を質疑応答
するメーリングリストがあります。今回のペイントのことも含めて、うまく出来なかったりとか何か困った
ことや、設定方法などでわからないことがありましたら、きっと詳しい会員の方がアドバイスしてくれる
と思いますので techML@busystem.jp 宛てにメールを送って下さい。
簡単なことから高度な技術まで、何でも受け付けています。

「契約の承諾と責任開始」
責任開始期
保険会社が契約上の責任（保険金・給付金の支払いなど）を開始する時期

告知書による契約
責任開始期（契約日）
申込（告知）

「告知」
告知義務・・・契約者または被保険者から重要事項について
正確にありのままを答える。
告知書の場合＝被保険者（または契約者）は告知欄にありの
ままを記入する。
医師診査の場合＝保険会社の指定した医師が質問した事項に
ついて被保険者（または契約者）が答えていただく場合があります。
告知する内容は、職業／健康状態／過去の傷病歴／身体障害など

介

フジグラン重信より川内方面へ車で３分。
おいしい広場内にある回転寿司のお店です。
最近、チェーンの回転寿司屋さんをよく見かけます
が、ここはチェーンではないらしく、シャリも職人さん
が握ってくれます。
何よりもネタがいい！サラダですら地元の野菜を
使うこだわりよう。
落ち着いた雰囲気で、座敷もあります。回転寿司の
お店で、ちょっと高級おすし屋さん気分♪
ぜひ一度行ってみてください。（Fumi）

昨年１１月に松山市地域経済課が新設したテレワーク発注奨励金制度についてご案内させて
いただきます。この制度はテレワークによる在宅就労業務を松山市内の指定事業所に発注し、
その業務の発注額を支払った発注事業所に、松山市からその発注金額の１割を支給する制度で
す。発注事業所は全国の事業所が対象となります。
松山市は以前からテレワークの推進に積極的に取り組んでおり、テレワーク就労奨励金制度
というのも設けていましたが、常用雇用が対象だったため我々ぶうしすてむでは利用すること
ができなかったのですが、今回よりパート・アルバイト・個人請負等も対象となったため、こちら
の制度も活用できるようになりました。
テレワークというのはＩＴ技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことを
いうのですが、移動が困難な重度の障害がある方、育児中の母親、母子家庭のお母さん、家族
の介護をしないといけない人たちにとって、とても有用なワークスタイルです。
今後、労働人口が減少していく中で１人でも多くの人に働いてもらえる環境作りにも繋がると
思いますし、少子化対策や子育て支援、介護など様々な社会問題の解消にも有効な手段です。
また、通勤をしなくてよいため自動車を使う必要もないので環境対策の観点からも注目され
ている働き方で、新型インフルエンザなどが流行したり地震や台風など自然災害が発生した場
合などのリスク分散という意味でも今後ますます普及するのではないかと思います。
この４月からスタートする就労継続Ａ型事業も基本的に在宅でパソコンを使って仕事をする
というスタイルで、まさにテレワークです。在宅で仕事をするということは、直接顔を合わせて
話をするのと違って、意思疎通や進捗状況の把握が難しかたったり、いろんな課題も出てくる
と思いますが、全国的にも珍しい松山市のテレワーク在宅就労促進事業のバックアップを受け
ながら、スムーズにテレワーク業務が推進できる事業所を目指したいと思っています。

「約款」
保険会社と契約者とのお互いの権利義務を規定したもので
保険会社は一定の条件、内容を定めた保険種類ごとの約款
を作成し内閣総理大臣の認可を受けています。
「ご契約のしおり」
約款のなかで、特に契約者のとって大切な部分を抜き出し、
平易に解説したものです。

紹

SUSHI くるり 粋や
松山市のテレワーク発注奨励金制度について

保険の約款の基礎知識【申込・承諾など】

店

承諾

第１回保険料

責任開始期
申込（告知）

第１回保険料

承諾

責任開始期
申込（告知）

承諾

第１回保険料

このように申込、告知（診査）、第１回保険料払い込み 3 つすべて完了したと
きです。（オリーブ）
編集後記
-2ちらほらと春らしいイベントが各地で行われているようです。椿神社の椿まつりが終われば春が来ると言われていますが、まだまだ寒さが厳しいですね。
早く温かい春が来ないかな・・しもやけがかゆいよ～ （かとちゃん）

