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大阪では、コロナ変異株大流行とのニュースが連日連夜流れています。
年初早々、当法人でも発生致しました。実は、コミキャンはコロナ対応の危機管理
室を昨年の7月から作っていました。シュミレーションではなく、本番です。
何と言ってもスピーディーな対応が一番大事です。まず最初に行政や保健所からの
アドバイスにより、PCR検査を関係者全員に出来たこと。これは本当に助かりました。
陰性か陽性か分からぬままに手をうつことはできません。聞き取りや調査も同時並
行でありましたが、スムーズな対応がとれました。
関係事業所にもいち早く連絡でき、大きな痛手にはならなかったことが、不幸中の
幸いと思っています。
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コミキャンのホームページがリニューアル！
コミキャンのホームページが
リニューアルします。
少し予定より遅れましたが、
月 日よりテスト配信開始
です。
アドレスはこれまで通りで
すが、
コードからもア
クセスしてみてください。
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私たちは本当に大変な時代に遭遇しています。自分の一挙手一投足が全体に影響す
る時代です。不要不急の外出を控えている間に、真面目に勉強します。
① 宮坂昌之 大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授
新型コロナ 7つの謎 最新免疫学からわかった病原体の正体
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② 斎藤幸平 大阪市立大学大学院経済学研究科准教授
人新世の「資本論」気候変動、コロナ禍、文明崩壊の危機。
唯一の解決策は脱成長経済だ。
コミュニティキャンパスを立ち上げて23年になります。
「メンバーさんの自立とは何か？」をテーマに当初は取り組んできました。そして
この危機的な状況の中で、とてもうれしいことが起きました。スタッフが一丸となっ
て問題に取り組み始めたのです。そっぽを向いていたスタッフが変わり始めたので
す。「すごいね。」と私が言うと「人間は変わるんです。」と答えてくれました。
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１，冬の寒さを耐え抜いて 花が咲いたよ、咲きました。
赤、ピンク、白。白、ピンク、赤。 今は小さな花だけど
花ももの里に笑顔の花がさきました。
２，右のあなた、左のあなた。 一緒に元気で生きましょう。

３，親から子へ、そして孫へ。 優しい心がつながって。
明るい明日を作ります。 信じる心を大切に、
花ももの里に笑顔の花がさきました。

令和３年 ４月 26 日
社会福祉法人 コミュニティキャンパス
理事長 牧野篤子

コ
(ミキャンサポートセンター・西村

花ももの里に笑顔の花がさきました。
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「世界一貧しい大統領」として知られる
南米ウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカ
さん（ ）。大統領時代は月給の９割！
を福祉団体などに寄付し、自身は農場の
小さな家で暮らすなど、その質素な暮ら
しぶりが話題となりました。

悲しい別れもありました。。 最後は笑顔でありがとう。
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コミキャン新聞 編集員の

（作詞；牧野秀樹 作曲：秋田克英）

コミキャン新聞に掲載された情
報(写真等)の著作権・肖像権は
全て当該メンバーさんの保護者
の方々及び社会福祉法人コミュ
ニティキャンパスに帰属し、無
断でこれを複製、利用すること
を固く禁じます。

ひとりご と

花ももの里讃歌

社会福祉法人
コミュニティキャンパス

突然ですが、「世界一貧しい大統領」のことを知っていますか？
日本で も出版 された 「世界 でいち ばん貧 しい大 統領の スピー チ」と いう絵 本を、 ご存
じの方 も多い と思い ますが 、この 本は、 人間の 幸福と は何か を問い かける 絵本と して
世界中で評判になりました。

4月、花ももの花が咲き出し、テーマソングを作ろうと言うことになりました。
（花ももの里とは、親亡き後の居場所として昨年11月に誕生しました。）

この方の大統領時代のエピソードを一つ。
ある報道で、ウルグアイでヒッチハイク
をしていた一人の男性の話が紹介されて
ました。
走る車に合図を送るもののクルマはなか
なか止まってはくれません。まあヒッチ
ハイクとはそういうもので、見ず知らず
の人を乗せてくれるクルマを見つけるの
は相当難しいもの。
ところ が、よ うやく 一台の クルマ が止ま ってく れたの です。 それは いかに も古び た小
さなクルマで、その運転者に感謝しながら同乗させてもらって、ビックリ。
その運転者の名はホセ・ムヒカ！ ウルグアイ第 代大統領その人だったのです。
その後 クルマ の中、 目的地 まで大 統領は 気さく に話し かけ和 やかに 時が流 れてい った
そうです。
この報道に驚くとともに、一国の大統領が自分で自由に自家用車を運転しているとは、
日本はもちろん、どの国でも常識的には考えられないことですね。

コミキャン編集委員会
発行者

この「世界一貧しい大統領」ホセ・ムヒカさんは名言が有名ですが、
以下、少し紹介しておきます。
★ 「貧乏と は少し しか持 ってい ないこ とでは なく、 無限に 欲があ り、い くらあ って
も満足しないことです。」
★「貧困とは、愛情を共有する時間がないことです。」
★ 「不可能 に思え ること を可能 にする には努 力が必 要です 。あき らめる までは 、負
けではありません。」
★「生きるということは、転んでは立ち上がり、前に進むことの積み重ねなのです。」
ーホセ・ムヒカ

吹田市寿町1-6-10
TEL：06-6318-1505
http://www.community
campus.jp/

このゆびとまれ
（このゆびとまれ卒業式）

令和３年３月 日
このゆびとまれ卒業式を行いま
した。

どうか、新しい場所でもたくさ
んの人に支えてもらい、幸せな
人生を歩んでください。

みんなの気持ちに支えられて、
今年も無事に９名の方がこのゆ
びとまれを卒業しました。

こんな時だからこそ・・・と
卒業生一人一人に例年より大き
な花を用意してくれたこのゆび
とまれの大家の植田さんや、
卒業生にメッセージを届けてく
れた理事長、

卒業生の方、後輩の方も歌や贈
る言葉の練習をがんばってきた
成果もあり、当日は短時間でし
たが旅立ちの日にふさわしい素
晴らしい式ができました。

入ってきた頃の表情と卒業する
時の表情、たった２年間ですが、
みんないろんなことを経験し、
グッと大人になったなぁと感じ
ました。

今回はコロナもあり、来賓の方、
保護者の方もお断りして、少人
数での式となりました。
それでも、なるべくいつもと変
わらない卒業式を行いたく、表
彰式や記念品の授与、思い出の
写真を動画にして流しました。
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このゆびとまれに、

新しく20名の方が入所しました！

（このゆびとまれスタッフ一同）

できること、たくさん増やして
がんばりましょう！

４月はさっそく、ストレッチ、
フラダンス、チラシ折りにポス
ティング、調理実習、英語など
たくさんの事に取り組みました。

１年生は元気いっぱいに初日、
１９名が来られました。（１名
風邪でお休みでした）
まだまだ学生っぽさが抜けない
彼らですが、これから自立訓練
の２年間を使って、作業所の事
や社会のルールを学び、作業を
通じて自分たちの得意な事、苦
手な事を見つけていってほしい
です。

このゆびとまれとアトリエは１
日で事業所内の模様替えを終え・・・
（新２年生ががんばってくれま
した）新たな気持ちでスタート
です。
この間、スタッフの移動もあり
ましたが、利用者さんにはあま
り関係なかった様子。
毎日、楽しく通所されてきます。
２年生は一旦アトリエ中心の活
動になります。

令和３年４月２日
このゆびとまれ新規受け入れス
タートしました。
２日前の卒業式でしんみりした
ばかりですが・・・新しい方は
待ったなしでやってきます！

（このゆびとまれスタッフ一同）

後輩たちも、歌や贈る言葉で →
卒業する先輩たちを送り出しました。
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