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[899] ”まあまあだった 第５回夕食会 そして・・・２”  2008年8月1日 23時14分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

［８９８］の続きです。 
 
雑談ですが、私は、銀杏の常勤職員さん達は厚生年金の保険料は半額（残りは銀杏
自体で）天引きされるし、非常勤の方々でも厚生や保健証やも有るそうです（労災は
聞き忘れました）。ファーストの０ＧでＩさんは嘱託社員です。 
そんな事を話していると、「脱自分という事で髪を染めよう」等の低次元の雑談が有
り、閉口しました。しかし、他にも色々と話が有ってそれなりに皆様は楽しまれていまし
た。 
 
次は、お知らせです。実は今年の９／２１（日）に銀杏企画の２０周年記念会が有りま
す。夕食会の帰りに職員さん達から念を押されましたが（保護者にも是非に）、先日、
申し上げた様に、大事な計画が有るので未定です。 
 
最後に敬意ですが、実はＮ．Ｈ.職員さんは２０周年記念の招待状（銀杏関係者等）を
夕食会の間中、三丁目で作成なさっていらっしゃったのです。Ｓ職員さんも往復されて
いて、頭が下がります。敬意を表します！！ _(._.)_ 
 
ですから、全体で１５名の数で、常時、夕食会に出ていたのは１３名です。 
 
最後に、皆様。ご自愛の程 元気にお過ごし下さい！！ 
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[898] ”まあまあだった 第５回夕食会 そして・・・１”  2008年8月1日 22時48分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

今晩は。三八です。 
 
今回の夕食会は「そうめん＆お肉のサラダ」でしたが、若干、異なっていました。 
西瓜（２個）とそうめんちゃんぷると無国籍そうめんでした。私達（３名）はそうめんちゃ
んぷるの方で、協力してキャベツ、ニンジン、きのこ、玉ねぎそして長ねぎを切ってフラ
イパンにサラダ油をしき、ニンジン、玉ねぎ、キャベツを先に炒め、次にきのことコーン
そして最後に、長ねぎの小口切りとツナを加えて加熱しました。そうめんは茹でていま
す。無国籍そうめんは秘伝のタレと焼いた豚肉に長ねぎのスライスを入れます。 
 
さて、一段落すると近くの公園で西瓜割り（１個だけ）をしました。私には、西瓜を叩く
のには抵抗が有りました。訳は皆様、ご察しがつくと思います。後で申し上げますが、
損したからでは有りません。 
 さて、帰ってきたら、私達は炒めた野菜にそうめんを加えて再加熱し、醤油とだしの
もとと胡麻を入れ、調理完成です。此処で複雑になりますが、別の方が炒めたところ
から調理の完成までしていました。それを皿に入れて盛り付けるわけですが、私達の
方が先に無くなりました。無国籍そうめんの方は茹でたそうめんを冷やし、先程、述べ
た物を皿に盛り付けて完成です。そしてサラダはキュウリとトマトとチーズが入ってい
ました。結論として、どれも美味しかったです。 
 
飲物は各自持参で、私は自宅付近のスーパーマーケットで糖質の量と値段で購入（１
１５円の３５０ｍｌの缶チューハイ１缶）しました。余計な事を申し上げると私は土・日・祝
日しか飲酒の許可が出ません。さて、お酒の駄目な方もいらっしゃいまして、夫々が楽
しんでいました。 
  
此処で話は変わりますが、西瓜を叩けた人々やＳ職員さんについてのクイズが有りま
した。①好きな芸能人 ②好きな色 ③口癖でした。答えは言えません。このクイズで
前門正解した方々や先程の西瓜を叩けた人々は１００円引きです。因みに両方該当し
ても１００円だけ引かれます。両方の方々は次の夕食会で又、１００円引かれる様で
す。 
何か来月は実施しないようです。これも次に述べます。 
  
此処で中断します。次は、雑談とお知らせそして敬意について申し上げます。 
 
 
 
 
 
 

[897] 自立支援法の影響に関するアンケート  2008年8月1日 21時3分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
今日は楽しい夕食会のようですが、如何でしたか？ 
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共産党が自立支援法のアンケート行っているようです。 
銀杏にもアンケートいくのでしょうか？ 
 
障害者自立支援法の影響 党国会議員団が調査 
 
 日本共産党国会議員団・障害者の全面参加と平等推進委員会（責任者・小池晃参
院議員）は三十一日、障害者自立支援法による影響実態調査を開始しました。昨年
八月実施の調査に続き、三回目となる調査です。 
 
 障害者自立支援法は二〇〇六年四月に実施されて以来、二年半近くが経過しまし
た。国民の世論と運動におされ、政府は「特別対策」や「緊急措置」を実施してきました
が、定率一割の応益負担制度は残されたままです。 
 
 国は、「〇九年法改正」を予定しています。このような動きのなかで、応益負担の影
響を中心に、事業所経営と深刻な人材確保の問題など、三年間の実態の総括・検証
が切実に求められています。 
 
 日本共産党は九月中旬をめどに調査結果をまとめ、臨時国会の論戦にいかし、自
立支援法の抜本的見直し実現へ全力をあげることにしています。 
 
 今回の実態調査は、全国各地の障害者施設・事業所に加え、障害児施設・事業所
にもアンケート用紙を郵送して協力を呼びかけています。また、都道府県・政令市・中
核市など自治体向けアンケートも実施しています。日本共産党のホームページにもア
ンケート用紙を掲載しています。 
 
このようなアンケート調査いいことだと思います。 
興味のある方、共産党のホームページのアンケートに参加されては如何でしょうか？ 
 
 
 
 
しんぶん赤旗 
 

[896] ようやく、１年１０ヶ月経ちました(^^♪＆楽しい夕食会を！！  2008年7月31
日 21時23分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
今日で７月も終わりですね。 
朝晩いくらか涼しく過ごし易い日々が続いています。 
国士無双は７月で今の会社に就労してから１年１０ヶ月が経ちました(^^♪ 
明日から８月ですが、夏商戦で忙しいと思いますが、暑さに負けず、無理せず、仕事こ
なしいきたいと思います。 
明日は、銀杏は楽しい夕食会のようですが、三八さんはじめ、この掲示板の住人の方
も参加される方、いらっしゃると思います。 
どなたか夕食会の様子書き込んで下さる方がいらっしゃるといいのですが・・・ 
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ではでは、皆様楽しい夕食会を！！ 
 
 
 

[895] ”国士無双さん 実はそれ程では無く・・・”  2008年7月29日 17時2分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

又〃、三八です。 
 
国士無双さん。実は、マクロの復習は失敗例の方が多いのです。その為、何回か作り
直しました。ですから、マクロについてはそれ程、自信が無いのです。 
 
他に、簿記には全くの素人でブルーアイズさんの様にはいかないと思います。勉強す
る時間は作ろうと思えばどうにか出来ますが、毎日という訳にはいきません。国士無
双さんの貴重なアドバイスを無にする様で誠に済みません。_(._.)_ 積極性が必要です
ね。 
必要になればブルーアイズさんのご意見を聴きたいと思います。 
 
次に、障害者就職の実態を詳細に教えて頂き、有難う御座いました。  
 
これは今、余り話したくないのですが、何れ国士無双さんやブルーアイズさんにかなり
お世話になると思います。その折には宜しくお願い致します。 
 
蛇足ですが、今日は１３：５０頃からウォーキングをしました。確かに暑かったですが、
例年程ではないと思います。勿論、今の方がもっと涼しいです。 
 
では、失礼致します。 
 
 

[894] マクロを作成できる三八さんは凄いです  2008年7月29日 15時58分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
 
国士無双は、仕事の日と休みの日のテンションが全く違い、休みの日にはテンション
が下がり、今日も公休日でしたが、午前中ずっと寝てました・・・ 
主治医にも、休みの日にはゆっくり体休めるようにアドバイスされたのでそのような休
日の過ごし方でいいのかとは思ってますが・・・ 
 
ところで、三八さん、書き込み読みました。 
マクロの作成できるんですね。 
マクロを作成できるのはかなり、エクセルの高いレベルだと思います。 
三八さんのエクセルのレベルは相当高いものだと思います。 
勉強する時間があれば、ブルーアイズさんの持っていらっしゃる簿記の資格の勉強も
すれば、ますます、就職に近づくのではないでしょうか？ 
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三八さんは以前、この掲示板で、しばらくは就職するおつもりはないと書き込みされて
いらっしゃいましたが、資格を持っていると、就職に有利だと思います。今の障がい者
の就職戦線状況は法定雇用率の達成の課題もあり、売り手市場のようなので、職場
で仕事が出来る、障がい者を欲しい企業が多くあるようです。 
障がい者枠だと障がい者就労支援センターなどを通じて、勤務日数の加減や、勤務
時間の加減が相談できるようなので、最初から週５でフルタイム働けなくても、きちん
と障がいのハンディを伝えれば、配慮してくださる会社もあるようです。 
 
ブルーアイズさんの書き込みでもフルタイムで働くのは最初は大変そうだと書き込みさ
れてらっしゃいましたが、何事も相談、交渉次第です。 
 
この掲示板の住人の方々は、就職や資格取得の勉強など向上心が強い方が多いと
思いますので、皆さんのお役に立てば、国士無双の拙い就労体験が参考になれば、
幸いです。 
 
ただ、国士無双は疲れ易いので、仕事は仕事、休日は休日と割り切って、メリハリつ
けて生活しています。 
 
ではでは、暑さも続くようですが、夏バテしないように体調管理気をつけて夏を乗り切
りましょう！！ 
 
 
 

[893] ”訂正 そして・・・”  2008年7月29日 7時16分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

又〃、三八です。 
 
[８９２]の１１行目の（半角の大も文字）を（半角の大文字）に訂正します。 
度々、済みませんでした。 
それから、国士無双さん。ご苦労をされて資格を得て、敬服致します。 
 
では、失礼致します。

[892] ”国士無双さん 貴重なお知らせ 有難う御座います！！”  2008年7月29日 7
時9分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

お早う御座います。三八です。 
 
国士無双さん。 貴重なお知らせ 有難う御座います！！ 
面接時でも資格が考慮されるのは障害者も同じですね。 
くどい様ですが、タイピングの速さは国士無双さんには敵いません。 
 
国士無双さんの職場（蓋し他でも同じ）ではエクセルの方が重要なのですね。エクセル
ファイルで申請書を作られたましたか。国士無双さんは流石だと思います。 
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私はマクロも復習しましたが、シートを「作業グループ」にしてから「新しいマクロの記
録」で、一連の動作を自動化出来、便利でした。しかし、「マクロの記録」で「ショートカ
ットキー」のローマ字（半角の大も文字）を何回も（２６字全部では有りませんが）使って
窮した事が有ります。「マクロ名」は違いましたけれど・・・。 
 
この際、目上は関係有りません。寧ろ、就労については国士無双さんの方が大先輩で
す！！ お気を使わないで下さい。 
 
最後に、これからも宜しくお願い致します。 

[891] 自立支援法による障がい者の負担感  2008年7月28日 21時42分

国士無双 さん  e-mail 

又又、国士無双です。 
 
ネットで自立支援法に関する記事見つけたので、投稿します。 
 
障害者自立支援法施行で４割が「生活に変化」 
2008/07/28 09:30 四国新聞 
 
 障害者自立支援法の施行に伴い、４割を超す障害者が「生活に変化」を感じ、その
大半が福祉サービスの利用料などが増え、経済的な負担感を抱いていることが、香
川県の障害者生活ニーズ調査で分かった。就労面では、周囲とうまく付き合えずに職
場を去るなど、収入確保も困難なのが現状。同法の目指す障害者の自立には、多く
の課題が残っている実態が浮かび上がった。 
 
 障害者の生活実態や求めるサービスなどを把握する目的で初めて実施。通所施設
や特別支援学校に通う２４９８人を対象にアンケートを行い、２１７０人から回答を得た
（回収率８６・９％）。質問は身体、知的、精神に分けて実施した。 
 
 共通質問として同法の施行後、「生活に変化があった」としたのは、身体で４２・１％、
知的で３４・６％、精神で４７・０％。その大半が「経済的負担の増加」などマイナス点を
挙げ、外出を控えたり、支援を受ける回数を減らすなど、生活に制約が生じていること
を訴えていた。 
 
 一方、国の負担軽減措置もあり、従来の画一的なサービスに比べ、「ニーズにあっ
たサービスが選べる」、「生活の幅が広がった」との声も寄せられた。 
 
 希望する生活の場は、自宅や障害者同士で集団生活するグループホーム・ケアホ
ーム、アパートといった地域で暮らすことを望んでいる人が、知的で９０・９％、精神で
８４・７％に達し、必要なサービスでは「経済的支援」や「食事の提供」が上位を占め
た。 
 
 香川県は現在、障害者施策の新たな指針「かがわ障害者プラン」（２００９―１１年
度）の策定を進めており、障害福祉課は「自立を考える障害者は増えている。ニーズ
を分析し、施策に反映したい」としている。 
 
やはり、自立支援法施行後、障がい者の経済的負担感は増加しているようです。 
幸い国士無双は仕事の方、続いてますが、いい会社に就労出来たんだと思います。 
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パスワード  削除番号    

１０月に自立支援法見直されるようですが、良い方向に改善されること望みます。 
 
 
 
 

[890] 三八さん、資格は重要です。  2008年7月28日 21時31分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
三八さん、国士無双の書き込みに反応して頂き、ありがとうございます。 
三八さんは、ご自分の持っていらっしゃるパソコン関係の資格、通常人と大して変わら
ないと書き込んでいらっしゃいますが、通常人の方が持っていらっしゃるような資格を
障がい者が持っているということは、とても重要なことだと思います。 
国士無双のパソコンの資格は職場では、大して役に立ちませんが、障害者合同面接
会の時、資格を持っているだけで、ある程度評価されました。 
国士無双のパソコンの資格は日商の３級で本当に初歩のワードとエクセルの資格で
すが、その第一歩を踏み出せないでいる方、多いと思います。 
会社での有休申請書など各種書類はエクセルファイルで出来ていることが多いので、
エクセルの基本が分からないと、上司に申請書作ってもらうことになります。 
上司に負担がかかる訳で、国士無双は苦労して勉強した甲斐があったと思っていま
す。 
細かい関数などは忘れてしまいましたが、職場ではエクセルのマクロを作れないと出
来ない仕事もあります。 
健常者の方はエクセルはほとんどの方が出来ますが、職場で働いていると、ワードよ
り実際の仕事においてはエクセルの方が重要なような気がします。 
脱線してしまいましたが、三八さんの持っていらっしゃる資格はとても重要な資格だと
思います。 
セカンド在籍中に三八さんに伺った、エクセルのレベルはとても高いものだったと思い
ます。 
どうか、苦労して勉強されたパソコンのスキル、いつまでも大切にして下さい。 
いつもの偉そうな国士無双の目上の方に対する書き込みですが、お許し下さい<(_ _)> 
 

 まえのぺーじ あたらしいぺーじ

899 記事削除
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