
太陽通信

　太陽の家の新歴史資料館は、新しい名前が「太陽ミュージ
アム～No Charity, but a Chance!～」に決定し、設計
パースが完成しました。これは、呼びやすく覚えやすい、
理念を名称化することで、太陽の家が一番訴えたいことを
明確にしたいという思いで命名しました。また、「学ぶ」「体験
する」「感動する」をコンセプトに、体験型、視覚に訴える
ことで障がい者の仕事やスポーツが分かるミュージアムを
障がい者スポーツ発祥の地につくり、展示内容を充実して
見学の効率化を図り、記憶に残る見学とすることを目的と

　太陽ミュージアムの建設にあたり、８月20日から11月18日
までクラウドファンディング（インターネットを使った資金
調達）を行っています。「レディフォー 太陽ミュージアム」
で検索してください。また、太陽の家のホームページからも
アクセスできます。また、ゆうちょ銀行への振り込みも受け
付けています。ご寄附は税金控除の対象となります。皆さまの

しています。
　展示では、歴史や創設者中村裕博士、障がい者の仕事や
スポーツ、地域生活・国際交流を中心に、パソコンによる
資料検索コーナーやDVDコーナー、ミュージアムショップを
設け、車いすレーサーや働きやすい治工具を体験できます。
太陽の家の本館跡地に延床面積約650㎡、研修室200㎡で、
総工費約３億円。費用の大半は寄附やクラウドファンディング
で準備し、2020年３月の完成を目指します。
　８月20日建設計画を説明するために、山下理事長が大分県
の広瀬勝貞知事を表敬訪問しました。山下理事長は、「中村
博士の遺志や障がい者の仕事やスポーツを紹介し、多くの
障がい者に自立
への道を知って
いただきたい。
また、未来にわ
たって記憶に残
るミュージアム
にしたい」と話
しています。

あたたかいお志をお待ちしています。寄附の方法について
不明な点がございましたら、TEL：0977-66-0277総務課
までお問い合わせ下さい。

ご協力のお願い！
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「太陽ミュージアム～No Charity,
 　　but a Chance!～」建設に向けて

渡辺一平副理事長に聞く
　６月20日付で太陽の家の副理事長に
就任した渡辺一平さんにお話を伺い
ました。

１. このたびは太陽の家副理事長就任
おめでとうございます。感想を
聞かせてください。

ありがとうございます。大変
光栄なことと感謝するとともに、
責任の大きさも実感しています。私と太陽の家のご縁は、
2005年から2010年までワタナベメディカルグループ
の外注の仕事を太陽の家にお願いして、中村太郎先生と
出会い、調剤薬局の開設を支援していただいたことです。
この縁を大切にしていきたいと思います。

２. 副理事長としての役割、太陽の家のこれからについて
考えを教えてください。

副理事長は理事長をサポートし、理事の皆様と一緒に
太陽の家を盛り上げていくことが役割です。10年後、

20年後を見据えた明確な将来像を描き、太陽の家に関
わる全ての方々とその想いを共有し、一歩一歩歩んでい
かなければなりません。No Charity, but a Chance! 
の理念のもと、太陽の家の持続的な発展に貢献できるよ
う努力していきます。

３. 副理事長は医師と聞きましたが、本業について教えて
ください。

福岡の九州医療センターにて４年間内科臨床医をした
後、宇佐市に戻り、家業であるワタナベメディカルグ
ループの経営を行っています。現在は、大分県内数ヵ所
の産業医と医薬品の研究開発を医師の資格を活かして
行っています。本業であるワタナベメディカルグループ
は調剤薬局業務、医薬品開発製造、動物薬卸業を行って
おり、現在の社員は200人です。

４. 簡単なプロフィールと休日・休みの過ごし方、趣味など
を教えてください。

1974年（昭和49年）７月５日生まれのA型。慶応大学
環境情報学部、北里大学医学部、大分大学医学部大学院
を卒業後、宇佐市にて生活。休日は家族でのんびりして
いて、趣味はゴルフです。
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Japan Sun Industries

　７月から８月にかけて太陽の家の各所でそれぞれ“夏
祭り”が開催され、多くの地域の方々、利用者、社員や職員
の皆さんの参加があり、盛り上がりました。（残念ながら
京都事業部は台風のため中止となりました。）

＜別府納涼大会＞
　７月21日通り雨のおかげか、
連日の猛暑に比べ幾分涼しく、
会場内は22店舗の屋台がずらり
と 並 び ま し た 。 ス テ ー ジ で は
TOSアナウンサー野島亜紀さん
の司会で、ひめやまマーチング
バンドや大塚東洋さんによる弾き語り演奏、そして８月22日
のNHKスペシャルドラマ『太陽を愛したひと』の挿入歌を
歌うサラ・オレインさんの美しい演奏と歌声が会場を包み、
最後はアンサンブル太陽による元気な演奏で会場全体が
笑顔と感動に包まれたひと時でした。

＜ゆうわ夕涼み会＞
　８月25日に「ゆうわ夕涼み会」
が開催されました。昼の部では、
ヨーヨー釣りとカキ氷の屋台で、
童心に帰り懐かしさを感じていま
した。松川部長による開会宣言の
後、山下理事長よりご挨拶をいた
だき、職員の余興「二人羽織」が始まりました。バナナや
ショートケーキを顔面で食べ、大爆笑を誘っていました。
恒例となったアンサンブル太陽の演奏では指揮者体験コー
ナーで利用者が振る指揮棒により演奏が早くなったり遅く
なったりとリズムの難しさを体験。その後、国東市武蔵町の
無形文化財「手野神楽」の舞いを堪能、地域の方々と一緒
に供養盆踊りのあと、最後にゆうわ花火師により夏の夜空
に打ち上がる大きな花火に拍手が起こりました。利用者の
笑顔が絶えない楽しい一日でした。

＜太陽の家広寿苑で盆踊り＞
　８月３日、太陽の家広寿苑で
今年も盛大に「盆踊り」を開催
しました。山香盆踊り保存会の
勇壮な太鼓の音に、利用者様、
家族、ボランティア、地域の皆さん
が や ぐ ら を 囲 み、“三 つ 拍 子”

“セーロ”“豊前踊り”などテンポのいい口説きで賑やかに
踊りました。利用者の方々が懸命に手を振り踊る姿に喜び
を感じた日でした。

＜愛知納涼大会＞
　７月21日、第34回むぎの会
納涼大会を開催しました。今年は
異例の猛暑の中、周辺地域の方たち
もたくさん来場しました。開演時に
ご多忙の中、稲葉正吉蒲郡市長に
出席して頂きました。ステージイ
ベントでは、げんき連さんによるよさこい踊りから始まり、
ＡＫＤダンスアカデミーピオによる、軽快なヒップホップ
ダンスを披露して頂きました。むぎの会主催のハラハラ
空き缶積みゲームで、子供たちが一生懸命空き缶を積み立て
て、声援がたくさんあがっていました。その後、ホンダ
カーズさんによるじゃんけん大会で盛り上がり、中西隆さん
によるソロライブに、来場者も聴き惚れました。

＜ホンダまつり＞
　８月25日、日出町にあるホンダ
太陽にて「ホンダまつり」が開催
され、千人を超える地域の方々が
来場しました。今年は、ダンスや
ヒーローショーなど様々なステージ
企画のほか、ステージ横では今
シーズンのSUPER GT選手権を戦う「NSX-GT」他３台の
レース車両の展示などもあり、大人も子どもも楽しめる
ホンダらしいお祭りとなりました。

各地で “夏祭り”を開催！

ゆうわ開所30周記念イベント!
　1988年４月に開所した『ゆうわ』は今年30周年を迎え、
その祝賀イベントとして、７月12日に焼肉会を開催しま
した。会には、第三者委員の吉田正男杵築市民生児童委員
協議会会長、ソニー・太陽株式会社の盛田陽一代表取締役
社長らにも出席頂き、盛大に執り行われました。まずはじめ
に山下達夫理事長が挨拶し、歴代の職員紹介のあと、30年
の歴史を振り返る動画を放映し、若かりし頃の利用者や
職員に一喜一憂し、昔話に花が咲きました。
　ゆうわは、日常生活で支援を必要とする重度の障がい者
を対象とした定員50名の入所施設として開所し、1999年
に定員80名へ増床しました。また、デイサービスや、ショー
トステイ、障害者生活支援センターといったサービスも
行っています。敷地内には、共同出資会社のソニー・太陽

や福祉ホームもあり、働く障がい者と交流を深めながら
生活しています。
　近年では、全居室へのエアコンの導入や機械浴槽、移乗
用リフト等を導入し、重度の障がいのある利用者にも個々
の障がいに応じた支援を提供しています。
　今後も、利用者の皆さまが安心・安全で快適な生活が送
れるよう職員一同取り組んでいきます。
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　主人中村裕は、障がい者の社会参加、スポーツ、
自立と共生を目指し、生涯のライフワークとし、34年前
黄泉へ旅立ちましたが、昨今の目まぐるしく変化する
時代と世情のなかで、障がい者の福祉が目覚ましく
見直され発展してゆきますさまに、あの世の主人も
目をみはり、安堵をしていることでしょう。多くの
皆様方から、主人が理念としましたことに共鳴して
いただき、福祉向上へとつながることも喜びの一つと
思います。その過程を見守りながら、現在も（いまも）
元気で過ごせます私は、本当に幸せ者でございます。
２年後の東京オリンピック・パラリンピック開催で、
さらに共生（ともに生きる）の真（まこと）の意味
が深まりゆきますことを願ってやみません。切に。　

　障がい者の社会復帰に心血を注ぎ続けた中村先生の
情熱と行動力、それを支えられた廣子夫人はじめ関係者
との固い絆に改めて敬服いたしました。また、話は聞いて
いましたが、障がい者が社会的に自立出来る工場経営を
目指して、何社からも断られた末に中村先生が立石一真と
出会う場面は感慨深いものがありました。このドラマは、
理念に基づいて社会に先駆けて行動することの大切さを
問いかけていたと思います。「No Charity, but a 
Chance!　保護より機会を」の理念が、2020年の東京
パラリンピックを通じて、障がい者雇用のさらなる促進と
多様性ある共生社会へ結実していくことを切に願って
います。

　多くの皆さまが、東京パラリンピックや太陽の家、大分
国際車いすマラソンがどうやって始まったのかを知ること
ができたと思います。とても感動しました。父役の尾上
松也さんが好演されて、天国の父もきっと喜んでいると
思います。

　涙、涙で拝見しました。短時間でシナリオが良く表現
されていました。昨今のザワザワした気持ちが、一気に
晴れる素晴らしい内容で感激しました。

中村廣子様　中村裕博士夫人

立石義雄様　
太陽の家会長・オムロン株式会社名誉会長

畑田貴子様　畑田和男元理事長ご家族

柳瀬房子様　評議員　難民を助ける会会長　８月22日、22時から放送
された、NHKスペシャル
ドラマ「太陽を愛したひと
～1964あの日のパラリン
ピック～」をご覧頂いた皆
さま、そして、Facebook
やメールなどでコメントを
送っていただいた皆さま、
ありがとうございました。
皆さまから頂いた感想を
掲載いたします。（コメント
は個人的な意見ですので、
ご了承下さい。）

NHK スペシャルドラマ への感想

「太陽を愛したひと　　
～1964 あの日のパラリンピック～」

　事前に原案の漫画を読んでおりましたので、ストーリー
は何となく分かっておりましたが、創設者の「障がい者
の自立、社会復帰」に対する強い思いを改めて感じ、
障がい者自身、医師仲間、行政機関など多くの方々の心
を動かし、東京パラリンピックの成功や太陽の家の創設
を実現したことは、本当に素晴らしいことだと感動しま
した。（普通では出来ないです。凄いことですね。）現在　
障がい者雇用の促進が、世間では一般的になりつつあり
ますが、太陽の家とその創設者あってのことだと思います。

佐藤清司様　株式会社安川電機　担当課長

　かんどうしてさいごになきそうになりました。とっても
よかったです。

　障がいのある人が健常者と一緒に働くことを考えた
こと、障がい者のスポーツ大会や施設の建設に対し行政
に反対されたにも関わらず実施に導いたこと、太陽の家の
運営が厳しい中で大手企業との協力を得られるまで努力
したこと、半身不随となった人を精神的・社会的に立ち
直らせたことなど、自分のことに置き換えいろいろと
考えさせられました。

岡田美幸様　ゆたか

佐藤恭子様　ゆうわ

　中村裕先生は素晴らしい人だと思いました。僕も将来
は明るい家庭を持ちたいと思いました。僕が太陽の家に
入ったきっかけは学生時代の時、先輩に憧れて大分県に
太陽の家って施設があると小学生の時に聞かされていま
した。中学３年生の時に修学旅行で初めて太陽の家に
見学に行きました。その時は憧れた先輩はお辞めになら
れていましたが、僕の考えは変わらず高校卒業後、太陽
の家に入所しました。大分県に縁もないと思っていた
けど、母方のご先祖様が大分県の中津の人だと祖母から
聞かされて先輩とご先祖様に導かれたと今は思います。

井口勝央様　機材科



●あと30分で終わってしまう……１時間10分じゃ足りません‼
（大阪府）

●感動し過ぎましたー（ToT）続編を作って欲しいです。（東京）

●個性（障がい）を抱えた子を持つ親として、またスペシャル
オリンピックスに携わる者として、今夜の放送は首を長くして
待っていました。録画もしながら、しっかり拝見させて戴きま
した。正直、ラストに現在の『太陽の家』がどんな形になって、
沢山の大手の企業と一緒に納税者を沢山産み、半世紀を超えた
法人になってるかを取り上げて欲しかったです。自分の父と
同じ57歳で他界され、自分自身もあと２年でその年齢になる
ことを考えながら、福祉の道（就労支援）を歩んで参ります。

（福岡県北九州市）

●私は字幕で拝見しましたが、障害者は障がい者と表記しない
のかなとか気になりましたが。大河ドラマに出来る内容を
一時間強では短い。とも思いましたが、来たる2020パラリン
ピックに向けての大分から灯を灯した方の偉業を知れて良かっ
たです。向井理くんに志尊淳くんら、頑張ってて良かったし。
こちらのコメント観て、更にその後の太陽を観てみたく思い
ました。今夜は感動致しました。

　。・゜・((T_T))・゜・。（宮崎県）

●最後まで見いってしまいました。中村裕先生を初めて知りま
した。立派な人がいたんだと感動しました！（和歌山県）

●みました！ そして心が熱くなりました!! 見学にいきたいっす
(^^)（三重県）

●家族みんなで見ました。１時間10分という短い時間でしたが、
色々な人の思いが詰まってるんだなぁと感じました。サラ・
オレインさんの歌う主題歌『糸』ととても合っていて良かった
です。（大分県別府市）

●パイオニアの大変さを改めて知らされました。「失ったものを
数えるんじゃない。残っているものを最大限にいかすんだ。」
は障害者に限らず万人に通じる言葉ではないかと思います。
中村先生が天に召されるのは、あまりにも早過ぎです。ただ、
このドラマは70分では足りない。展開が早過ぎると思いま
した。原案漫画のように東京パラリンピック篇と太陽の家篇
の２話構成で制作してほしかったですね。（北海道函館市）

●在職中には故創業者から中村先生やオムロン太陽の事は良く
聞かされていましたのでこのドラマを見るのを心待ちにして
いました。そして、改めて中村先生のその理念の素晴らしさと
実行力の偉大さを見せ付けられ感動しました！ しかしながら

（時間が足りなかったかも知れませんが）『太陽の家』の現在の
姿とこれから向かおうとしてる姿が見れなかったのは残念
です!! 是非、続編として現在の『太陽の家』と将来の目指し
てる方向を中心にしたストーリーを制作して欲しいと思い
ます。（大分県日田市在住）

●放送を待ちわびてました。前例のない中、東京パラリンピック
の成功、そして太陽の家の創設、稼働どれだけの苦労と努力
をされてこられたのかを映像と想像ととても感動しました
失ったものよりも今あるものに目を向けて走り抜けた姿本当

に素晴らしいドラマでした是非！ 映画化もしてほしい
と感じました。少しずつ障がい者の活躍の場は広がりつ
つあります障がいは個性と社会が自然に受け入れ活躍の
場がごく自然になるその日を願いつつ、同じ福祉に携わ
るものとして福祉の明るい未来を作れたらなと。（福岡
県福岡市）

●精神疾患の当事者です。今回のドラマ、興味深く拝見致
しました。現在でも偏見、誤解があるのに先駆者として
こんなにも努力された方がいるのだと感動しました。

「税金を納める」という言葉がとても印象的でした。私も
積極的に社会に参加したいと感じさせられました。企業
の雇用水増しなど嫌なニュースがあるなか素敵な人たちに
出会えた気分です。身体でも精神でも障がい者が生き
やすい世の中になるよう願います。（宮城県仙台市）

●障碍者支援の先駆者ですね。障碍者が税金を払うが当然
のことになるといいですね。それには社会が理解し、対応
できる社会にしなければなりませんね。パラリンピック
もそのきっかけの一つになればと思っています。一人一人
の力は小さくてもみんなの心が動けば大きな大きなこと
ができると思っています。（神奈川県）

●本当に、短すぎる感じでしたね！（東京）

●ドラマの中のセリフ１つ１つがとても心に響きました。
中でも「失ったものを数えるな。残されたものを最大限
に活かせ」という言葉がとても心に残っています。ドラマ
を見終わった後は、以前と比べると現社会はかなり変わっ
てきているという様な印象を受けましたが、ここで終わり
ではなく、これからも皆がより暮らしやすい社会を目指
していく必要がまだまだあると思います。大分県だけで
なく、全国で身体、そして心のバリアフリーが進んで
いくように、自分にも出来ることをしていきたいです。

（北海道）

●「太陽を愛したひと」見ました。心が震えました。心の
奥から自然と涙が溢れてきました。でも、70分では
短かったと思いました。パラリンピックの部分に比べて、
太陽の家の事が駆け足だったように思いました。色々な
規制があるのかもしれませんが、もっと中村先生や太陽
の家で頑張る皆さんの事を、もっと知りたかったです。
凄く感動しただけに、その点が残念でした。中村先生の
事、太陽の家の事、パラリンピックの事、何も知らなかっ
た自分を恥じました。色んな事に気づかされ、考えさせ
られました。色々な問題が報道されている今だからこそ、
このドラマの放送は意義があったと思います。（茨城県）

●駆け足すぎる印象でした。２時間ドラマにしてほしかった
です。（不明）

●裕先生の言葉「失ったものを数えるな　残されたものを
最大限に活かせ」に感動しました！ サラ・オレインさん
の主題歌「糸」にも心打たれました。とってもいいドラマ
でした（大分県別府市）

●信念を貫き行動された中村先生、この世に大きな道を
作って下さいました！我々はこの道をもっと広い道に
しないといけませんね！（福岡県福岡市）

一般の方より

Japan Sun Industries

ドラマを見逃した方やもう一度見たい方は、ＮＨＫオンデマンド（有料）で見られますので是非ご覧下さい。
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2018090466SC000/



　山下理事長の「太陽の家らしいオリジナル商品を作りたい」
との思いとアイディアから製作がスタートしたプルバック
カーの車いすレーサーが９月３日に販売となりました。
　公募した名称は寺田早人さん（元就労継続支援B型利用者）
の「サンＱレーサー」に決まりました。サン＝太陽、Ｑ＝
キュートです。サンＱにはありがとうの意味もあり、「買って
くれてありがとう」、「大事に使ってくれてありがとう」、

「いつも優しくしてくれてありがとう」等々、さまざまな
「ありがとう」が込められています。
　太陽の家のノベルティとして末永く可愛がってもらえる
ことを願って、就労継続支援Ｂ型の作業所で一つ一つ丁寧
に心を込めて組み立てています。機会がありましたら是非、
手にとっていただければと思います。

　恒例となったオープンキャンパスを７月26日に開催し、
県内外の支援学校を中心に過去最高の200人を超える方々
が参加しました。３回目となった今回は施設コースと企業
コースに分けて実施しました。
　企業コースでは、各企業の人事担当者による会社説明が
行われ、参加者との熱い質疑応答が行われました。また、
施設コースでは、現就労移行利用者による「就労移行を
利用してからの変化」をテーマにしたプレゼンが行われま
した。プログラム終了後も、参加者から熱心な質問が多く
寄せられました。
　今後も皆様に施設利用や就労の場として選んで頂けるよ
うな太陽の家を目指し頑張っていきたいと思います。最後
にオープンキャンパス開催にあたり、ご協力して頂いた
すべての関係者に御礼申し上げます。

（就労事業部　就労移行課　吉田 卓玄）

　最後になりましたが、サンＱレーサーを製作するにあたり、
御協力いただきました各企業、団体、個人の皆様に厚く
御礼申し上げます。“サンＱ　ベリー　マッチ！”

（就労事業部　神田 拓士）

【発売記念価格】1,000円（税込・透明ケース付）
【販 売 場 所】太陽の家 歴史資料館

オープンキャンパスを終えて

　８月10日、太陽の家広寿苑で垂水ヴァイオリン財団（垂水
優香子代表）が演奏会を行いました。この財団はニュー
ヨーク近郊に住む11ヶ国の子どもたちを中心に結成され、
国連やローマ法王庁など世界各地で演奏会を開いています。
　初めて間近で聴く美しい音色に、利用者や地域の方々も
ウットリ…「ふるさと」「荒城の月」など馴染みのある曲は
自然と皆が口ずさみ、演奏者と会場が一体となった素晴ら
しい演奏会になりました。（杵築事業部総務課　岡野 樹里）

垂水ヴァイオリニスト演奏会

サンQレーサー販売開始

サン Q レーサー

　太陽の家では、社会福祉法第82条の規定に基づき、福祉
サービスに関する苦情対応規程を整備し、利用者の方々
からの苦情等に適切に対応する体制を整えています。 
2017年度は、日出、杵築、大分、愛知、京都の各事業本部
において、福祉サービス改善委員の助言・立ち合いを必要

とする申立てはありませんでした。別府本部においては、
２件の苦情申立てがありました。①職員の言動に不快感を
受けたこと。②Ｂ型作業場の作業量が不安定で手空きが
生じること。また、担当職員の対応に関すること（匿名に
よる申し出）。２件の申立てについては次のとおり対応しま
した。①苦情解決責任者と当該職員上司が当該職員に直接
注意喚起を行った。②苦情解決責任者が担当職員全員に
対して不公平感をもたれないよう支援するよう注意喚起した。

2017年度太陽の家苦情解決結果の報告
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ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社　2人
柳川リハビリテーション学院　29人
宮崎県高鍋町民生委員児童委員協議会　35人
福岡県水巻町民生委員児童委員協議会　20人
韓国福祉団体　40人
大分労働局　局長他　4人
韓国 大田市障害者福祉館　16人
宮崎県西都市民生委員児童委員協議会　63人
韓国　Daewon University College　22人
柳川リハビリテーション学院　20人
立命館アジア太平洋大学 学生　柴田様
福岡市警固校区民生委員児童委員協議会　45人
宮崎市大淀民生委員児童委員協議会　19人
ザ・パック株式会社　2人
津久見市民生委員児童委員協議会　女性部会　29人
福井県鯖江市議会（教育民生常任委員会）　9人
犬飼町ボランティア連絡協議会　19人
久留米市田主丸老人福祉センター 生きがい作り竹工芸教室　15人
大分県議会議員　土居様、木付様他　3人
アイシン化工㈱　村瀬様
長崎リハビリテーション学院　88人
静岡県御殿場市議会福祉文教委員会　9人
福岡市南当仁校区民生委員児童委員協議会　31人
ニュージーランドロトルア市特別支援学校教諭　2人
別府支援学校鶴見校　5人
佐賀市ヤマト地区民生委員児童委員協議会　50人
埼玉県戸田市議会（公明党会派）　5人
ブリジストン九州生産本部　8人
ブリジストン九州生産本部　8人
本田日出町長他　2人
マックビーン光子様、赤峯友子様他　7人
玉名市伊倉隣保館運営審議委員会　11人
西九州大学リハビリテーション学科　80人
秋田県大仙市議会　9人
特定非営利活動法人スローレーベル　ディレクター　栗栖良依様
本田技研工業㈱専務取締役　松本様 他３人
　　
瑞穂民生児童委員協議会　21人
デンソー・エアリービーズ　30人
安城特別支援学校　15人
蒲郡特別支援教育推進事業連絡協議会　33人
安城特別支援学校　20人
多治見市滝呂地域民生児童委員協議会　13人

岐阜清流高等特別支援学校　4人
　　
韓国生産性本部　20人
八幡支援学校　3人
鳴滝総合支援学校　3人
明治大学経営学部　37人
左京区障害福祉課　3人
ローム㈱　2人
日本精工㈱　3人
岡崎市東部地区総代連絡協議会　26人
栗東市大宝西学区民生児童委員協議会　11人
北支援学校　2人
長浜市浅井地区民生委員児童委員協議会　28人
巨海集団公司　41人
王子製紙新労働組合富岡支部　17人
ソウル大学校　44人
LG電子無線事業部　6人
㈱PEJ　韓国学生・教員・通訳　29人
真庭市民生委員児童委員勝山支部　21人
西大住地区協議会　10人
京都文教大学　17人
バリアフリーオフィス　3人
三菱UFJモルガンスタンレー証券　4人
桂看護専門学校　22人
呉竹総合支援学校　8人

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 京都支部　61人
桂看護専門学校　21人
POSCO ENERGY　22人
西宮市夙川地区民生・児童委員協議会　40人
GTS0717　31人
尼崎市立花地区民生・児童委員協議会　43人
ヨンドゥンポ工業高等学校　23人
移行支援事業ぷろぽの　10人

（一財）海外産業人材育成協会　21人
スリランカ教育支援基金　9人
オムロン株式会社 グローバル人財総務本部　14人
OEKインターンシップ　24人
JMC研修団　24人
AOTS東京研修センター　24人
京都市立呉竹支援学校　24人
オムロン中国　19人
トヨタ自動車㈱　4人
海外産業人材育成協会　22人
放課後ディサービス　13人
向日市教育委員会　9人

「太陽通信」　　　　　　　　　　　発行責任者／山下達夫　編 集／法人本部総務部　印 刷／㈱電子印刷センター
発行／〒874－0011 大分県別府市大字内竈1393番2 社会福祉法人太陽の家　TEL:0977（66）0277　FAX:0977（67）0453　E-mail:info@taiyonoie.or.jp

（発行月：４、７、９、11、１、３）

★書籍「パラリンピックとある医師の挑戦」が発売され
ました！★
　1994年に講談社から出版
されたコミック『太陽の
仲間たちよ』（三枝義浩著）
が、タイトルを『パラリン
ピックとある医師の挑戦』
とリニューアルされて８月
11日に発売されました。
パラリンピック競技や活躍
している日本人選手の紹介
などが追加され、より分かり
やすくなっています。定価
980円（税別）にて一般の
書店やインターネットの書店
で取り扱っています。
　太陽の家では歴史資料館に常設しています。ぜひご覧
ください。

オムロン太陽株式会社
平成30年度大分県産業安全衛生大会にて、労働安全の取り組みが認められ、７月３日大分県

労働局長表彰の奨励賞を受賞しました。

★第38回　大分国際車いすマラソン大会開催迫る！★
　今年は、11月18日（日）10時から開催されます。今回
新たに、ファーストチャレンジアシスト制度が創設され
ました。これまで車いすマラソン大会に参加したことが
なく、ぜひチャレンジしてみたいという方を対象として、
レーサーの貸し出しと、ヘルメットとグローブの支給、
大会参加料の免除があります。また、ベテラン選手に
よる練習会の開催など大会事務局によるバックアップが
あります。詳細は大分国際車いすマラソン大会事務局

（TEL:097-533-6006）までお問い合わせください。

★アジア競技大会で
　　　　　　銅メダル！！★
　太陽の家の職員一丸尚伍選手が、
アジア競技大会2018ジャカルタ
での自転車競技チームパーシュート
で見事銅メダルを獲得しました。
おめでとうございます！！


