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誰もが暮らしやすい地域づくりのために。
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特定非営利活動法人ゆめのたまごプロジェクト

2019 年度（毎週土曜日）
　発達障がいに関わるブログ配信「ゆめまま通信」
2019 年度（毎月第 4 土曜日）
　おはなしくれよん
2019 年度
　啓発パネル貸し出し事業

平成31 年度事業（予定）

編集後記

私たちは、発達障がいのある人が障がいを持っている事でさまざまな困難をかかえながら暮らしている現状
を知りました。理解のための啓発と同時に支援の輪を広げ、差別や排除、就労困難などの問題解決を目指し、
誰もが地域の中で自分らしく幸せに暮していける事を目的に活動しています。
ぜひ、私たちの活動にご賛同いただき、ご入会いただければ幸いです。

【銀行名】ゆうちょ銀行
【記　号】13370
【番　号】15441231
【名　義】トクヒ）ユメノタマゴプロジェクト

【銀行名】福井信用金庫
【店　番】101
【番　号】0419650
【名　義】トクヒ）ユメノタマゴプロジェクト

個人 団体
入会金    500 円    500 円
年会費 2,000 円 5,000 円

個人 団体
入会金
年会費 3,000 円（1 口） 10,000 円（1 口）

私たちと一緒に活動しませんか 私たちの活動にご協力ください正会員 賛助会員

振込先

会員募集中

ゆめのたまごプロジェクト 検索

1 年間の活動のまとめ「ゆめたま情報誌 Vol.6」を制作しました。今回は、情報誌用に 
写真撮影をしたのですが、なかなか納得のいく写真が撮れずに四苦八苦！スマホアプリでは
補正や美肌や、メイクしたようにも撮影ができる時代。この写真はスマホではないので修正
できたかどうかは、、、ご想像にお任せします。（笑）

情報誌の制作中に平成が終わり、令和という新しい年号に変わりました。新時代が希望に
満ちた穏やかですばらしい時代になりますように。

そして今年度もゆめのたまごプロジェクトへのご支援、どうぞよろしくお願いします。



特定非営利活動法人
ゆめのたまごプロジェクト
代表理事　松本 美樹

平成30年度事業

2018/03/04
第８回ゆめのたまごの音楽会

「小沢かづと・あそびうたライブ」

主催：ゆめのたまごプロジェクト

2018 年度
啓発パネル製作、貸出
福井県民生活協同組合助成事業

毎月第 4 土曜日
おはなしくれよん

主催：丸岡図書館

毎週土曜日
発達障がいに関わるブログ配信

「ゆめまま通信」

主催：ゆめのたまごプロジェクト

2018/10/21
障がい児者とのコミュニケーション
を学ぶ勉強会

主催：ゆめのたまごプロジェクト
平成 30 年度福井県しあわせ福祉資金
助成事業

2018/06 月～ 2019/03 月
坂井市イクボス推進事業

「イクボス推進企業ネットワーク」
「イクボスアドバイザー・講師派遣」
坂井市委託事業

2018 年度
いろんな「出来る！」を支援に変え
るプロジェクト②
編み物ボランティア 2018
主催：ゆめのたまごプロジェクト

高齢者の生きがいづくり「編み物ボ
ランティア」

主催：ゆめのたまごプロジェクト
赤い羽根共同募金助成事業

私たちには、多様な働き方が必要なのです
～ゆめたまと働き方改革～

私たちは主に発達障がいの理解のための
啓発をする NPO です。

障がい者支援というと、障がいのある方
の直接支援や関わることを中心にした活動
が多いのが現状です。そんな中、私たちは
平成 28 年から「坂井市イクボス推進事業

（働き方改革やワーク・ライフバランスを
推進する事業）」の委託を受けています。

なぜ障がい者支援の NPO が働き方改革？
それは「多様な働き方が出来る社会の実

現」が必要だと考えるからです。今年 4 月
に働き方改革関連法が施行されました。国
は、長時間労働の是正や同一労働同一賃金、
労働生産性の向上などを掲げています。そ
して、働き方改革の目指すものとして、「働
く方の個々の事情に応じ、多様な働き方を
選択できる社会を実現し、働く方一人ひと
りがより良い将来の展望を持てるようにす
ること。」とあります。（厚生労働省 HP より）

働きたいと思っても、いろいろな事情で
働くことが難しい方もたくさんいるのでは
ないでしょうか。家事や育児、介護をしな

がら、病気を抱えながら、特に障がいを持
ちながら、そして障がいのある子を育てな
がら。いろいろな事情を抱えながらでも働
くことが可能になれば、国が言う「働く方
一人ひとりがより良い将来の展望を持てる
ようにすること。」に近づくのではないで
しょうか。多様な働き方が認められるよう
になれば、障がいのある人も、それを抱え
る家族も、働いて収入を得ることが可能に
なる。実際、私は NPO でも働きながら、重
複障がいのある娘を抱え、時短の正社員（管
理職）として働いています。会社がこの働
き方を認めてくれているからです。そんな
企業が増えればいい。だから私たちは、働
き方改革「坂井市イクボス推進事業」を行
い、多様な働き方の提案をしていきたいと
思っています。

ゆめまま通信
毎週土曜日ブログ配信

発達障がいについて。ゆめの
たまごプロジェクトについて。
子どもたちの現状や思い出ばな
し、夢や希望、聞いた話などを
毎週土曜日に配信しています。

ゆめまま通信｜療育手帳の永久ライセンス !?
2018-07-07 17:57:19　テーマ：日常

ゆめまま通信｜息子くん、ひとり旅
2018-09-29 18:49:48　テーマ：日常
こんにちは。
自閉症と診断され、小中学校の特別支援学級、特別支援学校の高
等部を経て、就労移行支援事業所から一般就労した息子くん（２０
歳）の母、副代表の我谷です。
この秋、息子くんはひとり旅をしました。
一泊旅行です。
行先はお隣の石川県、金沢市。
始まりは何か月か前でした。

こんにちは。
代表の松本です。今回は、広汎性発達障害（自閉スペクトラム症）
と精神遅滞（重度）と診断されている 21 歳の娘の療育手帳の話です。
・・・・・・・・・・・・・・・
療育手帳とは？
知的障害者に発行される障害者手帳です。
知的障害のある方が一貫した療育・援護を受けられるよう、様々な
制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。Read More Read More

ゆめまま通信

坂井市イクボス推進事業

障がい児者とのコミュニケーションを学ぶ勉強会

2018/10/21

前半は、講師の柴田保之先生のお話、後半は、当事者とその
家族のみで実践を学ぶワークショップを行いました。

私たちゆめたまは、言葉を持たないと言われてしまっている
重度の障がい児者が、実は豊かな言葉の世界をもっているとい
う事を知っていただき、当事者とその家族や支援者の皆様が幸
せに生活できる事を目的に開催させていただきました。



2019 年度も、編み物が「できる！」というみなさんの思いを障がい
のある方たちに届けるプロジェクトを行います。暖かくすてきな作品は
もちろん、施設を訪問して直接渡すことも、とても喜んでいただけます。

この機会に、クリスマスプレゼントを編んで支援をしませんか？

いろんな「出来る！」を支援に変えるプロジェクト③
編み物ボランティア 2019

詳しくは Web で
https://www.yumenotamago.org/ironnadekiru

作品募集

いろんな「出来る！」を
支援に変えるプロジェクト②
編み物ボランティア 2018

特 集

平成 30 年度に 2 年目となったこの事業について、 
松本代表にインタビューしてみました。

♢�事業の内容について教えてください。�
　「みなさんの得意な編み物を支援に変えませんか？」
という呼びかけで、全国のニッターさんに編み物作品
を送っていただき、それを障害児者のみなさんにクリ
スマスプレゼントとして届けるという事業です。

♢�今回で 2年目でしたが、前回と変わった点はありまし
たか？�
　1 年目にご登録いただいた編み物ボランティアさん
の 4 割が 65 歳以上の高齢者でした。そこで、高齢者
ボランティアさんが参加しやすいよう、キット（毛糸、
編み針、編み図）の提供、編み物講師派遣などを行い
ました。

♢�今後の『いろんな「出来る！」を支援に変えるプロジェ
クト』について教えてください。�
　この事業を行うことで、今まで障害児者とかかわり
の無い方がたくさん参加してくださいました。結果、
発達障害の理解に繋がりました。そして、贈ってくだ
さるボランティアさん、届ける私たち、受け取ってく
ださる障がいのある方々、みんなに嬉しい事業になり
ました。今年度は、坂井市社会福祉協議会のほかに、
ニットルームみやごしさんにもご協力いただけたこと
で協力者も増えました。NPO として、この事業に関
わる全ての人が繋がり、支えあい、幸せになれる事業
を行うことができ、とてもうれしく思います。 
　今年度も多くの皆様にご参加いただけるよう準備を
しております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

贈呈式

送っていただいた作品
サロンで編み物教室開催

ニットカフェ



第9回ゆめのたまごの音楽会
小沢かづと
あそびうたライブinゆめたま
3月10日（日）

同時
開催 Ka. j.d%

障害者福祉サービス事業所

障害のある方が製作し
た作品の販売やオリジ
ナル作品を作るワーク
ショップをしました。

♬

♪

ゆめのたまごの音楽会に参加させてもらって今回が２回目です。
あまり思われないけど、ぼくは人見知りなんです。
あそびと音楽がないとぼくはいつもタジタジだと思う。
でも、ぼくに出来ること。それが『あそびと音楽』
あなたが出来ること・あなたらしさを持って、また僕とあそんでください！
小沢かづと

参加者の声 ♬

♪

大人も楽しめました。
こんなに盛り上がる
ライブ貴重です。とても楽しく過ごせま

した。ありがとうござ
いました。とても和や
かでノビノビできたの
で。いろいろな遊び方
を勉強できました。

最初はじーっとしてい
ましたが、しんぶん花
火で動き出し最後はタ
オル振っていました！
楽しかったです。あり
がとうございました。

ASD を気にするこ
となく子供がとて
も楽しめました。

たのしかったです♡
おにぎり♡

♢ ♡

「だれもが気兼ねなく自由に好きなように聴ける音楽会」
ゆめのたまごの音楽会も今回で第 9回目になりました。
昨年に引き続き、シンガーソングあそびライターの小沢
かづとさんをお迎えし、192名の参加者、スタッフは大
盛り上がり！Happy な時間を過ごしました。

ゆめたま音楽会


