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新年の御あいさつ
理事長 上原 治

明けましておめでとうございます。本年も昨年同様、四条畷福祉会

に御指導賜りますよう、よろしくお願い致します。

さて、この数年来、我々の業界には別段これと言った特別の発信、

情報もなく日々が重なっている情況と言えましょう。昨年暮れの選挙

さわぎは何かしら我々を小バカにした寸劇と表現したい話題でありま

した。民主主義国家にとって「選挙」というツールが又汚された感の

年末でもありました。新年のあいさつ文に不遜のそしりを承知で私的

な義憤を述べたいと思います。

その一つは原発事故の対応です。放射性廃棄物の処理方法が未解決

のまま、原発再可動を推進しようとする人たちの考え方です。確かに

我々の生活に電気エネルギーは大切ですが過度に依存している今の生

活姿性の反省が先に問われなければと思うのです。

二つは高齢化社会が現実に日常生活化し老々介護の実態を目にさら

されながら介護、看護に無関心な人たちです。人は皆老人となりいづ

れ誰かの手助けを受けなければなりません。しかし福祉の現場の現状

には寄り添っていただけない。私ども知的障がいに携わる場所も同様

です。

三つは国の社会保障制度の基本は「自助」「互助」「共助」「公

助」の役割、組み合わせをしっかりと実施する事と聞かされている。

これを私流に表現すると自助（ミズから己を助ける）、共助（トモニ

たすけ合う）、互助（タガイニたすける）、公助（コウがたすける）

となります。介護保険制度導入時、私は介護保険制度は互助精神で築

いていきましょうと聞かされていた。しかし１４年を経過した今、介

護保険は「共助」の概念で説明されている。共助であれ互助であれ制

度は私たちのしあわせづくりの為にうまく活用していく知恵が大切で

ある。誰かの犠牲の上に成り立つ福祉の永続は無理であろう。我情我

欲にふける生き方から小欲知足で福祉（安心・しあわせ）づくりをす

すめたいと思慮しております。
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「グループホームの日常から～ある日の出来事～」と題しお送りしておりますが…

今回は「～昨年の出来事～」と題してお送り致します。

昨年のさわやかな初夏にある便りが一通届きました。それは家主

さんからの住居の退去願でした。それはそれは本当にとても驚きま

した。それからは家主さんの代理人の方から事情を説明して頂き、

何度も話し合いをしました。退去の話し合いを重ねつつ、極力利用

者さんの住環境を変えずにと物件探しを行うが全然見つかりませ

ん。あっという間に２ヶ月の時が過ぎ…その間７月には家主さんの

代理の方より物件のご紹介がありましたが、法人契約の承諾が頂け

ず断念。近隣不動産屋さんに物件紹介を依頼するも、大半が法人契

約の承諾が貰えず、また頂けても高齢者グループホームはいいが障

害者グループホームはダメと…この二要件の項目をクリアする物件

が全然見つかりません。合わせて利用者さん援護市担当者、もちろ

ん保護者さんにも事情説明を並行して行い本当にご心配をお掛け致

しました。

７月中旬、大東市障害者自立ネット ワークの方より、大変親身に対応して頂けると評判な不動産業者の方

を紹介頂き、パソコン、資料とにらめっこしながら数十件家主さんに問い合わせ続けて頂きようやく物件が見

つかりました！…が消防法の壁にぶち当たり協議の結果グループホームに適さずとなりやむなく断念。しかし

消防署の担当の方に、また親身に対応頂きまして寺川の家のような「集合住宅でのグループホーム」は「消防

法」「建築基準法」等の法律解釈から現実的ではない事実をつきつけられ、やむなく「戸建物件」に種別をか

えて物件情報収集し、この度、四條畷市二丁通町の戸建物件を「二丁通の家」住居として、また大東市北条の

戸建物件を「北条の家」住居として、１０月より新たな場面での生活がはじまりました。これも一重にご理解

頂いた皆様のおかげです。

区長さま・町会長さまをはじめ近隣住民の皆様、関係機関・消防署の皆様、快くお貸し頂いた物件オーナー

様、その物件を大変親身ご手配頂いた不動産業者様、本当に無理な工期にあわせて頂いた工務店様、消防設備

業者様…携って頂いた皆々様に感謝御礼を申し上げます。そしてまた、２住居消防設備機器・消防設備品等に

予想外に出費もかさみましたが、北条の家住居につきましては「大東市グループホーム等開設等補助金制度」

を利用させて頂き、消防設備に補助金を助成賜り本当に色々な方々のご理解がなければ整わなかった次第で

す。

しかし、ご利用者さんの新しい本当の生活は始まったばかりです。利用者の皆様にも「寺川無くなんの

～ぉ！？」と、大変ご心配をお掛け致しましたし、２住居に分かれたことにも「○×くんは？」「△□さん

は？」「さみしいねん…」と心配は癒えないでおられます。未だ落ち着かないとは思いますが、今は時の流れ

に身を任せつつ…「あの時は…」と笑顔で思い出話にワイワイと話に花が咲かせることと信じ、新たな場面で

の生活で利用者さんスタッフ共々戸惑いながらも共に歩んでいけますよう、皆様の一層のご理解ご協力をお願

い申し上げます。                                  （尾座 賢太）



第 34 号 なわて福祉だより 平成27 年1 月1日

ー　　ー4

昨年は残念ながら雨天中止となってしまった「なわてなつり」ですが、今年は季節を勘違いしてしまいそうな

ほど大変天候にも恵まれての開催となりました。

私自身は三回目の「なわてまつり」参加だったのですが、まともに見るのは今回が初めて

で行事担当でありながらスケールの大きさにただただ驚くばかりでした。舞台出演者の方た

ちは何回か参加してくださっていることもあり、慣れた様子で会

場を沸かせてくださいました。中でも最後に行われたＨＰＳＡさ

んのダンスは会場全体を使い、観客のみなさんを巻き込んでのダ

ンスだったので一体感もあり、まさに圧巻でした。司会の二人も

出演者の方々に負けるまいと笑いもとりながら上手に進行してく

ださったので、私自身役割を忘れて観客のみなさんと

同じように楽しんでしまいました。

末筆となりましたが、「なわてまつり」に協力してくださった関係各所・地域

の皆様、ボランティアの方々、保護者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございました。               （中川 大樹）

昨年の７月～９月にかけて、「なわて更生園」へ就活用のビデオ撮影の為に「大阪電気通信大学」の先端マ

ルチメディア合同研究所の方が数名来園されました。撮影は、数日にわたって様々な生活場面やクラブ活動など

園外の様子もたくさん撮影してくださり、とても本格的な様子でした。基本的に写真に撮られるのが苦手な私

は、自分を撮りに来てくださったわけでもないのにカメラの前では右手と左手が同時に出ていたのではないかと

心配しておりました。出来るだけカメラからフレームアウトしようとコソコソしていた私ですが、ある日インタ

ビューでコメントくださいと言われた時は頭が真っ白になりました。

頭が真っ白なままで当日はインタビューに臨みましたが、正直何を言ってたのか全く覚えておりません。しか

し、カメラが回っていないところで小細工を企てた私は撮影してくださった方へ後程「ＣＧでいいのでいいこと

を言っているように編集お願いします」と依頼はぬかりありませんでした。

こんな私ですがうっすらと記憶していることもあり、インタビューの中で「福祉を目指す就活生に対して」と

いった内容の質問を受けていたように思います。私事ですが、なわて更生園に勤めて

もうすぐ４年を迎えようとしております。それ以前は福祉業務に関わった事がなかっ

た為、勤務年数＝福祉経験年数となります。福祉業務経験４年やそこらの私が、今か

ら夢と希望を持って福祉職を目指す人に中途半端なことは言えないなと感じておりま

す。しかし、さしでがましいかと思いますが、一言申し上げることができるのなら

「まずは対象者の方々に対する先入観やレッテルを捨て、ご自身で対象者と触れ合っ

てください。機会はボランティアやイベント参加などたくさんあります。その上で、

自分が感じた印象を大事にしてください」とお伝えしたいです。            

                                           （始田 貴大）
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みなみの工房は昨年の１０月１日をもちまして開所2周年を迎えました。これもひとえに地域の皆様をはじ

め、多くの方々のおかげであり、心からお礼申し上げます。そこで日頃のご愛顧に感謝を込めて９月２９日から

の一週間はクレープ、かき氷、飲み物といった喫茶を半額の５０円にて販売いたし

ました。もちろん、半額だからといって手を抜いたりはしません。いつも以上に愛

情を込めて作りました。

企画したものの、本当にお客さんが来てくれるか、始まる前は不安でしたが、実

際は、近所の子どもたちに大変盛況で、多い日は一日に約３０人前売れる結果にな

りました。特に顔なじみの常連さんがよく来てくれまして、人によっては一人で２

～３個食べられる方もおられました。連日たくさんの人に来ていただき、この期間

は皮焼きや接客と本当に大忙しでし

た。

この滝木間地区に開所して２年が

経ち、少しは地域の方に知っていた

だいてきたのではないかと思います。

来年はまた違うもっと大きな企画が

できればと思います。

           （田中 敏）

昨年９月、みなみの工房はUSJと淡路島へ一泊旅行に行ってきました。USJ

では話題のハリーポッターのエリアにも入る事ができ、人は多かったです

が、とても楽しかったです。たっぷり魔法の世界を堪能してきました。その

他に少しだけですがメリーゴーランドとコーヒーカップのアトラクションに

も乗ることができ、また一つ楽しい思い出が増えました。

USJをあとにした我々が向かった先は淡路島の洲本温泉です。すこしUSJで

遊び過ぎた事もあり、到着したのはもう日が沈んだ後でした。この日はたく

さん観光したのでお腹も減って

おり、まずは夕食でおいしい会

席料理に舌鼓を打ちました。ま

た天然温泉に入ってお肌もツル

ツルになり、すっかりリフレッ

シュできました。

二日目はイングランドの丘に行き自然をいっぱい感じました。前

日とうってかわって人が少なかったので、みんなでゆっくりのんび

りする事ができました。今回の旅行は一日目と二日目で全然違う場

所へ遊びに行き、それぞれ違う楽しみ方ができて良かったです。         

                         （田中 敏）
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さて、今回は蔀屋作業所の職員である私自身の四條畷市での活動に触れたいと思います。

毎月第３木曜日に開催する「ど～ナッツ！！」という部会に参加しています。四條畷市内の障がい者施設・

事業所の職員さん、相談支援専門員、支援学校の教員の方達と連携して問題を解決する為に意見交換を行な

い、課題を更に上の実務者会議へ報告する部会になっています。今年度は四條畷市障害福祉課より「ど～ナッ

ツ！！」部員の知的・精神、身体、各代表として計４名が第４期四條畷市障がい福祉計画策定専門部会委員の

依頼を受け、そこに参画させて頂くことになりました。重責を担うと同時に貴重な経験をさせて頂いておりま

す。

計画策定専門部会は平成２６年６月～平成２７年３月までに計３回開催することになっており、昨年９月に

第１回目が開かれ、障がい当事者・市職員・社協・人権協会・保健所など四條畷市内の様々な方達が参加しま

した。まず今年度初めに行なわれた四條畷市在住の障がい者の人達に対しての福祉に関するアンケート調査か

らその単純集計表について話し合いました。ちなみに配布数は１０００通で回答数は４６７通でした。これま

での福祉計画とアンケートの見直しを行いましたが、実際には回答したくてもできない人、字が読めない書け

ない人、提出することに勇気がいるという当事者の思いもあります。どのようにしたら当事者１人１人の思い

を聞くことができるのか、今回の福祉計画策定を通して私にとっては１番の課題となりました。今後も「ど～

ナッツ！！」「福祉計画策定専門部会」の参加だけでなく、福祉全体について見識を広めていきたいと考えて

います。                                       （福留 真二）

１０月１１日(土)に大東市障害者自立ネットワーク主催ふれあい運動

会が開催されました。毎年、各事業所の利用者さんは楽しみにされてお

り、今年も多くのボランティア、各関係団体の方々のご協力のもと盛大

に行なわれ、無事終えることができました。

まず障がい者の運動会とは、大抵施設で行っていたりとそこまで大き

な団体行事での取り組みはあまりなく、大東市内の３障害関係事業所が

一致団結して運動会をするという事は、全国でもめずらしく評価できる

点と運営側は自負しております。大東市内の障害関係の事業所が交流を

目的としているこの行事ですが、自立ネットワーク加盟事業所が２０を

超え、運動会の参加利用者も年々増加傾向にあるので「運動会」として

交流を目的とした行事と位置付けるのには規模が大きくなってきています。更に今日ではレクリエーションや

他施設との交流，社会参加といった福祉の面からばかりでなく，スポーツ競技に参加して，楽しむといった競

技的志向も強まってきていて、現在安全に楽しい交流行事を見直す過渡期にきていると私自身は思っていま

す。また目的を明確にしてしまうと利用者のニーズが薄れてしまい、この運動会の良さがなくなってしまう。

運営側としては競技メインで考えていくのか、社会参加、交流の促進を目的とするのかを整理し、よりよい活

動になるようみんなで考えていきたいと思います。                    （山本 秀明）

昨年４月より新たな利用者さん１人を迎え平成２６年度の津の辺はス

タートしました。更に６月に２名、１０月には法人内からの転籍者も１名

増え現在利用者は３３名になっています。

また、同じく４月より半日外出という新たな取り組みを考えて日課を組

み、実際利用者さんにお金を遣っていただき公共交通機関（JRやバス）や

買い物を経験してもらいました。実際職員から声かけされてお金を出して

いる方もいますが、お金の価値観が

分かる方もいます。施設の中では

キャッシュレスの世界が当たり前で

すが、社会ではそうはいきません。や

はり、施設の閉鎖された空間だけでなく、外に出ることで地域の中で暮ら

しているということを、知っていただくことも目的として取り組んでいま

す。地域の中に入っていくには社会のルールが当然ありますので、津の辺

の中でも良いことと悪いことを理解していただけるような支援を今後も継

続して行い、結果として知的障がい者の方々への差別や無理解を少しでも

軽減していけたらと考えています。           （小野 浩史）

しのぶが丘ではサロンという一種の、「喫茶店」みたいなものをしています。平成１４年からはじめてい

ますので皆様すでにご存じだとは思いますが、もしかしたら「忘れていた」「知らなかった」と言う方が

いらっしゃるかもしれませんので、改めてここで宣伝させていただきます。

毎月第１・３土曜日ＡＭ１０：００～ＰＭ２：００に開いております。メニューはコーヒー・紅茶・お

茶（お菓子付）で、“無料”です。どなたでも利用して頂いてＯＫです。日頃仕事や作業所に行って週末

行くところを探している人なども軽く立ち寄って頂きたいと思っています。四条畷福祉会の利用者さんが

ご利用することもあり、お客さんは障がいをお持ちの方が多いです。サロンに来て頂いた際に何かしない

といけない事はありません。お茶だけ飲んですぐに帰る人もいれば、待ち合わせに使う人、ガイドヘル

パーさんとの散歩途中にちょっと休憩所として利用する方もいます。以前はお昼ごはんを作る人もいまし

たし、近所の人が手芸や工作をして帰る事もありました。あるものは何でも使っていい、お客さんが自由

に使うオープンスペース、それがしのぶが丘自慢のサロンです。

＊四條畷市「交流ひろば」として福祉情報の閲覧や収集、各種相談の場としても利用して頂けます。

＊開催日の変動もあるため、できれば事前にお問い合わせください。            

                                    （木村 武志）
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この記事が読まれている頃には昨年の流行語大賞は皆さんの知るところとなっているでしょう。この原稿を

書いている今日現在（１１月）では予想するに「ありの～ままの～♪」で老若男女聞いたことでしょう、「ア

ナと雪の女王」が大賞だったのではないでしょうか（そうでなかったらスミマセン）。昨年３月の上映以来興

行収入は歴代３位だとのこと。上映中にもかかわらず発売されたＤＶＤの売り上げも大ヒット。アメリカを除

いたら日本の興行収入がダントツであったようです。家族連れはもちろん、大人の女性客も多かったと聞く。

主人公の切実な生きづらさの裏返しが「ありの～ままの～」のフレーズとなって日本女性の共感を得たのは間

違いないだろう。

さて、翻って我々が支援させて頂いているご利用者はどうであろうか？職員の支援体制の脆弱さやまだまだ

専門性の伴っていない支援、施設での物理的構造上の問題等で穏やかにご本人の思うように落ち着いて過ごし

ていただけていない状況がある。また、障がい者やマイノリティへの社会の寛容のなさや無理解によって生き

づらさを感じている人たちもまた同様で、そうした状況を少しでも誰もが「ありのままの」その人らしい暮ら

しができるよう、より良い社会へと変えていく、と言えばスケールの大きい話になってしまうが、まさに我々

支援者がさせて頂いているこの仕事の中身の大きなひとつには、少しでもその人らしくいられる環境を創って

いくということだと思う。その環境は我々支援者の仕事の在り方や姿勢次第で、容易に状況は一変することを

考えると、大変重たい仕事であるとあらためて感じながら、正月休みで弛む気持ちを引き締めて今年も少しで

も前へ進んでいきたいと思っております。

     （上原 文裕）

日頃は、“もの作り”“体を動かす”“自分たちの好きな活動をする”という形で過ごし

ていますが、この度またまた新しいことを始めました。我流ではありますが、月に１～２回

時間を決めて活動しています。今回は（大げさな言い方ですが）『図画工作』です。一発目

に取りかかったのが、“七夕かざり”でした。宮城県仙台市の七夕の時期に吊るされる飾り

です。初トライだったので、全長２ｍほどのかわいいものを作りました。本物は、竹を細工

して作るようですが、私たちは残念ながらボール紙を使って枠を

作りました。お花紙で花を作り、千代紙で帯を作って組み立てま

した。初めてにしては、なかなかの出来映えでしたよ。その次は

個人制作でした。絵を描いた画用紙に、おり紙や刺しゅう糸を

切って自由に貼りました。そして、最後にエアブラシで絵具を吹

き付けて仕上げました。最近ではカレンダー作りをしています。

まず習字の時間に予め字？を練習してから、画用紙に書き写しま

した。すると、ある人だけ“あれあれ？”顔にしたかった文字が

器用に上下さかさまになっていました。練習中は書けていたし、手

本を見ながらですよ、どういう風に見えてしまったのでしょうか？不思議な出来事でした。

今後のことは未定ですが、これからも“いろんなもの作り”にチャレンジしていこうと思います。   

＝ご指導くださる方、募集中です！＝                    （川原 裕美）
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去る１１月１日に大阪府立障がい者自立センターの佐々木利子先生をお迎えし、法人研修

をとり行いました。午前は、全般的な障がいの特性、更に発達障害（特に自閉症スペクトラ

ム）への理解、支援者としての基本などについて、大阪府立砂川センター強度行動障がい支

援施設「いぶき」での取り組みなども織り交ぜながらお話していただきました。

その中で先生のおっしゃった一言がとても衝撃であり、背筋が「ぞわっと」とした言葉が

「ベテラン職員に専門性がない」。びっくりしました、まさにその通りだと感じました。詳し

く述べると長年利用者さんと関わってきて、単に時間だけが本人に対して関係性を作ってい

る。それだけなのにベテランだから関係性があると思い込んでしまっていたり、ベテラン職員

の経験的な見方により新人職員及びその他の職員の知識や言動を押さえてしまっている。

実際に自分自身も含め、法人全体でそれは感じられます。ただそれは、ベテラン職員だけ

が悪いのではなく、そのような専門性が必要とされる施設内で適切な支援にむけての議論

の場がないからではと思いました。

午後からは演習を行いました。何点かこれは不適切行為ではないかと思われる事例をそ

れぞれグループにわかれ検討・議論しました。

当法人は入所施設があり、入所での対応で疑問が残る事例を中心に議論して自己認知や障害受容等それぞれ

「当事者」の立場に立った鋭い視点が必要であり、その為に常に議論をする場を作り、「Plan-Do-See」という一

連の流れを確立する必要があると実感しました。このような振り返りの議論の場で行動障害の方への対応を考

え、虐待の防止に努める必要があります。障害者虐待防止法施行から３年目を迎え、より一層法の趣旨の周知や

適切な運用が求められています。そこで虐待防止マネージャーというものを置いて強化を図っていき、福祉の現

場で今まで「あたりまえ」だと思っていた支援を見直す動きが求められます。講義にもありました強度行動障害

の特性の理解と専門知識の無さが虐待に繋がっている現状を真摯に受け止め、虐待防止の観点から障がい特性に

合わせた支援を学んでベテラン職員からその発信が上手く出来る様に実践・開始出来るような環境を作り、職員

全体はそれを検討・議論出来るレベルにならなければいけない。今回の研修を受けて四条畷福祉会全体で支援に

至るまでのプロセスの底上げを図る必要があると痛感しました。              （山本 秀明）

今回はなわての人気メニューでおいしいと評判?!の『はるまき』のレシピのご紹介です。なわてのはるまきに

は疲労回復効果や免疫力の上がる食材のしめじ、にら、もやしをたくさん使っています。おいしく食べて、元気

に過ごせる一品です。              （正長 治）                                         

       

【作り方】

①（下準備）干しいたけを水でもどし千切りにする。にらを３㎝位の長さに切

り茹でる。はるさめを湯でもどしほどほどの長さに切る。もやし、しめじ

も茹でる。しょうがはみじん切りにする。

② ①の材料に生の豚肉、しょうゆ、ごま油、だしのもとを加えて混ぜる。

③ ②を春巻きの皮で包み、１７０℃くらいの油で揚げる。

④ おいしそうな色がついたらできあがり。                 

            

〈材料〉はるまき４人分

もやし １袋、にら １束、豚肉（こま切れ）３０ｇ、

しめじ １パック、干しいたけ ２枚、春雨 ５ｇ、

はるまきの皮 ８枚、しょうが、こい口しょうゆ、

ごま油、だしのもと
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大東市老人クラブ運動会女性部様 築山様 三共空調（株）様 蔀屋地区福祉委員会様

蔀屋地区婦人部様 蔀屋ゲートボール同好会様 前田悦子様 立石様 滝木間老人会様

三栄商事様 武田トシエ様 亀井輝穎様 木岡政一様 藤川朗様 杉山乙彦様

高橋歯科医院様 木間婦人部様 滝木間自治会様 隆光学園様 田畑美知子様

イエローボール（マハロ）様 田丸忠義様 西野由美子様 石原欽子様 佐倉公子様

                                （順不同）

【入職】

魚躬 百合子 津の辺               ９月１日付

川口 保子 グループホーム     ８月１日付

寺岡 和恵 グループホーム １１月 ２１日付

【離職】

山添 多津子 グループホーム     ９月２７日付

久一 照美 グループホーム     ９月３０日付

三嶋 利昭 なわて更生園 １１月３０日付

舛岡 美香 みなみの工房 １２月２７日付

【異動】

橘 由紀子 津の辺→蔀屋作業所 ９月１日付

ボランティア大募集！！
・一緒にお出かけしませんか？・一緒にお仕事しませんか？

・一緒に旅行にいきませんか？

※利用者の方たちと楽しく過ごしていただける方を募集して

います。興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

連絡先：なわて更生園 松浦

（TEL：072-876-3334）

ボランティアセブン様 真鍋和美様 上田様 北澤様

エンゼルQ様 散髪ボランティア「山の会」様

長瀬様 小川様 澤田様 焼田様 馬木様 寺脇様

伊藤様 中山様 津崎様 上田様 鶴野様 津崎様

                   （順不同）

この度、「大東市グループホーム等開設等補助金制度」

を利用させて頂き、消防設備に補助金を助成していただき

ました。ありがとうございました。

２月１８日（水）～２３日（月）住道オペラ

パークで大東市障害者アート展がありますの

で、是非お立ち寄りください！！

自分たちで

ついたおも

ちは格段に

おいしかっ

たです！！

ほっぺが落

ちますね♪

３月１８日（水）～２２日（日）までガレリ

ア・ロッソ・イケダヤで迷作展があります。

利用者の方々の作品がたくさん展示されます

ので、是非見に来てください！！
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四条畷福祉会は平成２年３月大阪府知事の認可を受け、知的障がい者の育成を目的として、社会福祉

事業に理解ある人達や保護者によって設立されました。

今、障がい者問題は、障がい者を保護育成する時代から、社会の構成員として共に地域生活ができる

よう福祉サービスの推進が求められる時代となってまいりました。

しかしながら知的障がい者が安心して生活が送れる地域社会への実現にはさらになお多くの方々の御

協力、御支援が必要でございます。

つきましては、皆様方には、知的障がい者の現状をご理解いただき本法人活動に、賛助会員として御

支援いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、この会費は、「寄附金」として、本法人の経営する第一種および第二種社会福祉事業に使用させ

ていただきます。

賛助会費

個人：年額 １，０００円

団体：年額一口 １０，０００円

①1口でも結構です

②税法上の特典があります

『賛助会員』 加入の御礼及び協力者一覧

平成２６年７月１日から平成２６年１０月３１日までに賛助会員に賛同して下さった方は

２２名、総額費３７万９千円でした。ありがとうございました。

紺屋孝之様 谷田真一様 横山一郎様 アイサポート株式会社様 信田通子様

加護野香代子様 北倉武侍様 矢倉信夫様 三栄商事株式会社様 吉田進様

キンキ寝具株式会社様 宮野次夫様 堀内昭治様 株式会社ガル設計様

清野安二様 喫茶エコー様 池田テツ子様 田中由子様 八上紀子様

天理教一粒分教会様（順不同）

社会福祉法人 四条畷福祉会を支援するための

「賛助会員」 入会のお願い
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社会福祉法人　四条畷福祉会　事 業 所 連 絡 先 　http://www.nawate.or.jp

なわて更生園
（法人本部事務所）

〒575-0022　大阪府四條畷市南野2463 TEL（072）876-3334／ FAX （072）876-6006
E-mail : info@nawate.or.jp

津の辺　〒574-0016　大阪府大東市南津の辺町1-43
TEL （072）878-1118／ FAX（072）878-1195

蔀屋作業所　〒575-0042　大阪府四條畷市蔀屋本町5-8
TEL （072）876-4418／ FAX（072）876-4414

忍丘作業所　〒575-0002　大阪府四條畷市岡山2-1-53
TEL （072）863-6930／ FAX（072）863-6939

みなみの工房　〒575-0021　大阪府四條畷市南野5-6-11
TEL （072）863-1200／ FAX（072）863-1201

グループホーム　清滝の家
グループホーム　二丁通の家、北条の家

障害者相談支援センター　しのぶが丘
〒575-0002　大阪府四條畷市岡山2-1-53
TEL （072）863-6933／ FAX（072）863-6939

　　　　　　　　　　※休日等は転送電話でなわて更生園につながります。

四条作業所　〒574-0014　大阪府大東市寺川3-4-9
TEL （072）875-3599／ FAX（072）875-3580

詳細は、各所までお問合せ下さい。

支 援 員
年令３５歳迄

長期勤続によるキャリア形成を図るための若年

者等の募集（３号のイ）

要原付免許

勤務地：なわて更生園（四條畷市南野２４６３）

看 護 師
年令４５歳迄

長期勤続によるキャリア形成を図るための若年

者等の募集（３号のイ）

要普通自動車免許

勤務地：なわて更生園（四條畷市南野２４６３）

調 理 員
勤務地：なわて更生園（四條畷市南野２４６３）

運 転 手
要中型（限定解除）免許

勤務地：なわて更生園（四條畷市南野２４６３）

支 援 員
勤務地：蔀屋作業所（四條畷市蔀屋本町５-８）

世 話 人
勤務地：（大東市北条）（四條畷市二丁通町）

正　月給／２０５,４２０円〜

（夜勤手当４,０００円/４回・処遇改善手当含む）

（近辺居住の世帯主に限り

　　住宅手当２０,０００円支給）

（試用期間３ヶ月）

女性利用者のトイレ・入浴介助等があるため、女性の方を

希望します。

　月給／２４２,４６０円〜（正看護師の場合）

　　　　２２７,４６０円〜（准看護師の場合）

（経験考慮します）

（近辺居住の世帯主に限り別途住宅手当２０,０００円支給）
利用者の健康管理、通院介助など

日給／６,７０８円

事業所等での調理経験のある方

時給／９１０円

時給／９１０円

男性利用者のトイレ・入浴介助等があるため、男性の方を

希望します。

一泊／１４,０８２円

利用者の身辺援助、食事提供が主な仕事です。

正

【待遇】各種社会保険、賞与年２回、有給休暇有、交通費支給（上限有り）【応募】まずは下記までお問い合わせ下さい

社会福祉法人　四条畷福祉会
☎０７２ー８７６ー３３３４

編集後記

春の七草粥の時期ですが、秋の七草はご存じです

か？「ききょう」と「なでしこ」と・・・　　旗手

【短期入所利用状況】※延べ人数（平成２６年７月１日〜平成２６年１０月３１日）

利用者数（なわて更生園）　　男性：２０７名　　　　　　　女性：１７１名

利用者数（なわて更生園）　　男性：１０８名　　　　　　　　女性：　　３名

利用者数（津の辺）　　　　　男性：　５５名　　　　　　　　女性：　７２名

【日中一時支援】　  ※延べ人数（平成２６年７月１日〜平成２６年１０月３１日）

７：００ 〜    １５：３０

９：００ 〜    １７：４５

１３：００ 〜    ２１：４５

１５：００ 〜    翌１０：００

シフト制（夜勤有）

９：００ 〜    １７：４５

６：４５ 〜    １４：００

９：００ 〜    １７：３０

１４：００ 〜    １９：００

シフト制（時間応相談）

９：００ 〜    １１：００

１５：００ 〜    １７：００

９：００ 〜    １７：４５

１６：００ 〜    翌１０：００

（仮眠有）

支援スタッフ募集支援スタッフ募集 知的障がい者への理解のある方!!知的障がい者への理解のある方!!


