＜発行：中核地域生活支援センター

あいネット（社会福祉法人 生活クラブ）＞

「じんけん」ぽん

〈200７年 ９月 第４１号〉

住所：〒277－0005 柏市柏 5－2－17 電話 04－7165－8707
ホームページ

http://homepage2.nifty.com/ai-net/

FAX 04－7165－8709

メールアドレス

bch13362@nifty.com

特集
地域を歩く

あいネットでも増えている債務問題の相談。研究会と連携し解決を図ります。
下記の電話にかけていただき、面談日を決め研究会の相談員が対応します。債務の問題以外の様々な
生活上の困りごとにはあいネットが協力します。
（以下、多重債務問題研究会の記事です。
）

私たちは、こんな悩みを抱えている
人たちのお役に立っています！

今、全国にサラ金利用者は約 2,200 万人

「返済の催促に精神的にまいっている…」

現代はクレジット社会です。クレジットカードによる

「夫（妻）や家族に借金のことを話せない…」

利用は現金による購入と違い、借金に対する金銭

「職場に借金がわかると解雇される…」

感覚を麻痺させます。

「借り入れの保証人に迷惑をかけることができない…」
「自営業だが、破産して商売をやめるわけにはいかない」
「収入の半分を返済に充てており、生活が大変。
…月々の返済額を減らしたい。」

相談事例
Ａさん：４７歳男性／債務金額 ５６８万円
５年前にリストラにあい、約一年間無職の状態。その

相談者の様子
◆生活費のための借入が多い
◆普通の市民が消費者金融から借りている
◆家庭の破綻と家計の破綻は、
連動している場合が多い
◆相談前→相談中→相談後と、
相談者の表情が明るくなり安堵される

間、生活費をやむを得ずカードローンに頼った。現在
は派遣社員として仕事をしているが、月収より月返
済額が上回っていて、父親の年金も返済に回してい
る状況。相談員面談２回と弁護士面談２回の結果、
債務整理の委任契約を弁護士と締結しました。

相談面談日 ： 毎週土曜日
電話受付 ： 月～金 １０：００～１７：００
場
所 ： 柏市柏５－２－１７

解決方法の特徴
弁護士や司法書士に相談しながら債務処理をする方法
は、任意整理・個人再生・自己破産があります。

（中核地域生活支援センターあいネット内）

連絡先

０９０－５５０８－８９４３

～保護者を対象に施設、作業所 2７箇所（柏・流山市）事業説明等が行われました～
会場は左図のように、各ブースに分か
れて配置。それぞれ保護者の方が学校作
成のパンフレットを参考に会場を回り、
直接担当者とお話しをするというスタ
イル。当日は、100 名近くの参加があ
ったと伺っております。
あいネットのブースでは「どこに言っ
て、どんな話しをしたらいいのでしょう
か？」などの質問もあり、パンフレット
を使用してご案内をする場面もありま
した。

◆ 参加団体（ブース番号順）
施設名

No

施設名

No

１

柏市立青和園

１３

社会福祉法人まほろばの里 さつき園

２

柏市立朋生園

１４

社会福祉法人まほろばの里 つつじ園

３

社会福祉法人かたくり会 あすか園

４

社会福祉法人かたくり会 一ツ木園

１５

社会福祉法人まほろばの里 コスモス
社会福祉法人まほろばの里 地域生活支援センターまほろば

柏市手をつなぐ育成会 高柳福祉作業所

１６

流山市手をつなぐ親の会 かたぐるま

柏市手をつなぐ育成会 豊四季福祉作業所

１７

特定非営利活動法人ホリデー グリーングリーン

柏市手をつなぐ育成会 南部作業所

１８

柏・地域で生きる会 花工房カモミール

社会福祉法人彩会 ザザビー・ドゥ

１９

流山市手をつなぐ親の会 喫茶アモールプラザ

社会福祉法人彩会 サクセス

２０

小規模福祉作業所 南天の木

社会福祉法人彩会 れいじ～

２１

社会福祉法人桐友学園 沼南育成園

７

NPO 法人あけぼの スペース若柴

２２

NPO 法人権利擁護あさひ デイサービスあかり

８

特定非営利活動法人あじさいの会 皆来

５

６

９

小規模福祉作業所 あい・び～

２３

ばおばぶ
空（くう）

特定非営利活動法人自閉症サポートセンター

２４

特定非営利活動法人障害児・者エンジョイサポートぶるーむ

特定非営利活動法人自閉症サポートセンター ペガサス

２５

中核地域生活支援センターあいネット

１１

社会福祉法人高柳会 わかたけ社会センター

２６

特定非営利活動法人ホリデー

１２

特定非営利活動法人 自立生活センターK2

２７

社会福祉法人かたくり会 ひまわり園

１０

長期休暇、新学期前の時期にサービス事業所に関する相談が多くなります。このときに私が一番に大切
にしていることは、
（利用可能か？ということが前提にはなりますが）
「出会い」です。条件は申し分なく
ても、実際に顔と顔を合わせてみないと分からないことって、沢山あるのだと日々感じて言います。
今回、柏特別支援学校さんで行われた説明会は、「人と人が顔を合わせる」とても貴重な機会だったと
思いました。今後も第二回、三回と継続して行われることを、心から期待しております。

※あいネットＨＰhttp://homepage2.nifty.com/ai-net/『じんけんぽん』はカラーでご覧いただけます。
旬の野菜や季節に
あ っ た も のを 、 触 れ
ながら描いていく。
墨は墨汁ではなく、
墨をすって使用。
顔彩を使って、着色
します。筆も多彩。

先月まで、寺島文化会館で開催されていた『ペガサ
ス墨絵の作品展～自閉症児のまっすぐな目、まっすぐ
な心～』。この作品たちは、いつ？どんな風に描かれ
ているのだろうと思いまして、今回の「地域を歩く」
では、柏市教育福祉会館で行われている「墨絵教室」
を取材させてもらいました。
「ここでしか描かない。一回に一枚だけ（保護者談）
」の作品は、左上。思いきって筆を動かし、何枚も完
成させる人など、人それぞれ。講師の柳先生は「触ること、においを嗅いで、描いていくことで、そのも
の自体を認識することは大切。
」 菓子パンやみかんが出ると、描いている最中にパクリっとされてしまっ
て…何を描いていたの？（笑）なんてこともあるそうです。
「学校に行きたがらないとき…墨絵教室には参
加をしたの、だけどその絵はだんだん小さくなって心配でした（保護者談）
」（下段中央）
『墨絵教室』
第一、第三日曜日
① 09:30～10:30
② 10:45～12:10
個性豊かな作品展を開
催していた「寺島文化会
館」は 2007 年 9 月末
で閉館とのこと。

お知らせ
■認知症メモリアルフェスタ～講演・ﾒﾓﾘｰｳｫｰｸ・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ～
日 時：平成 19 年 9 月 15 日（土）10:00～16:00
場 所：千葉県福祉ふれあいプラザ 参加費：無料 参加定員：500 人
内 容：10:00～長谷川和夫氏「認知症になっても安心して暮らせるまちへ」
パネルディスカッション
13:00～メモリーウォーク（けやきプラザから手賀沼公園 1 キロ）
※雨天中止
14:30～ミュージカル「ダーリャンの河」
申込・問い合わせ 千葉県福祉ふれあいプラザ
TEL：04-7165-2881FAX：04-7165-2882
主催：千葉県・福祉ふれあいプラザ＆実行委員会

■成年後見無料相談会～老後の安心のために～
日
場

時：平成１９年 9 月１7 日（月）8:30～14:00
所：柏市社会福祉協議会 介護予防センターいきいきプラザ

費

用：無料

申 込：事前予約あるいは当日、会場へ直接
問い合わせ：柏市社会福祉協議会 かしわ広域後見支援センター
ＴＥＬ04-7165-1144 月～金（祝日除く）9:00～17:00
こんな心配ごとありませんか？
使わない高額商品を買ってしまった、遺言のこと、お墓やお葬式のことが心配など

■creation ＨＩＴ 講演会
日 時：平成 19 年 9 月２4 日（月・祝） 13:30～16:00
場 所：松戸市民会館 会議室 301（松戸市松戸 1389-1）
費 用：無料
定員：150 人
内 容：上森得男さん特別講演会
～プロジェクト･リターン～ビレッジの報告～
主 催：ＮＰＯ法人こころの健康を創造する会
申 込：メール hitnokai@hotmail.co.jp
ＴＥＬ＆ＦＡＸ04-7157-9855 事務局：中能（なかよく）氏

■激震！介護保険～今、自分たちにできること～
日 時：平成 19 年 9 月 29 日（土） 14:00～16:00
会 場：日本青年館ホテル 3 階 国際ホール
参加費：無料 定員：300 人
内 容：基調講演 金子勝さん（慶應義塾大学経済学部教授）＆介護ディスカッション
申込方法：ハガキ 参加者氏名・人数、郵便番号、住所、電話番号、年齢、住みたい高齢住宅や
受けたい介護について記入。
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-3-3 三優ビル 3 階
（株）生活科学運営「セミナー申し込み」係
TEL：0120-580-731（受付時間 月～土 9:00～19:00）
FAX：03-3367-3374（株）生活科学運営「セミナー申込係」宛
メール：

http://www.seikatsu-kagaku.co.jp/

