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よく色んなところに遊びに行っているみなみの工房ですが、その中でも特にお気に入りなのが大阪市大

正区にあるIKEA鶴浜店で、今回でなんと３回目になります。IKEAといえばオシャレで安い家具屋さんとい

うイメージですが、家具以外にも雑貨から日用品まで全部揃っているのでとても便利です。行った方はご

存知と思いますが、IKEAの店内は広いワンフロアでそれを細かくお部屋で区切られており、矢印に沿って

歩きます。１DKだったらこんな感じで、子ども部屋だったらあんな感じで、と、ヒントになりそうなもの

がたくさんあり、アイデア満載でテンションもあがります。どこまで続くのか・・・というくらい矢印は

続きますが、オシャレな家具がたくさん並んでいて、見飽きることがないですし、なんといっても通路が

広めなので、歩きやすく、みなみの工房の利用者さんにはぴったりです。ついつい時間を忘れて見て回っ

てしまいます。

外出のもう一つの楽しみが食事です。IKEAといえばミー

トボールが定番で、思い返してみると毎回必ず注文してい

ます。IKEAのミートボールが他のと大きく違っているのは

ジャムが付いている事です。一見、とても合わなさそうな

組み合わせですが、意外とミートボールの塩っ気とジャム

の甘味が相まってやみつきになる美味しさです。利用者さ

んにも好評でいつもペロリと食べられています。他にも

リーズナブルで美味しいメニューがたくさんあり胃袋も大満足です。

みなみの工房イチオシのスポットのIKEA鶴浜店、行かれた事がない方は是非遊びに行かれてみてはいか

がでしょうか。                                   (田中 敏）

私たちの活動は、そもそも二本立てです。全体でする活動と、自分たちのやりたい活動を個別でするも

のがあります。みんなでする活動には、今までにも紹介したことがあるように、体を動かすものから習字

や読み聞かせのような参加型のもの、モノづくりをするものまで幅広くあります。モノづくりにおいて

は、各々が参加して出来上がったものを製品にして販売しています。主に製品化しているものには、眼鏡

立て、眼鏡置き、ランチョンマット、コースター、ストラップ、キーホルダー、ポチ袋、お箸セットがあ

ります。また最近では、羊の根付、猫の壁飾り、眼鏡ケースが加わりまし

た。

私たちの活動のモットーは、“出来るだけ利

用者さんに関わっていただくこと”です。その

ため、縫製ではなく、工作的な要素を多く取り

入れ、時には補助具も使って一緒に作り上げて

いきます。なかなか手間のかかる作業ではあり

ますが「みんなで作ったもの」が「人に選んで

いただき」「それが私たちの喜びに変わる」なんて風に繋がっていくといい

なぁ、と思っています。ちなみに製品の売れ筋は、眼鏡立てです。さをり織りや線さしで出来た布、アイ

ロンビーズで作ったものがあります。これらは、２００円で販売しています。この他の製品も、１００円

から３５０円とリーズナブルになっています。みなさんも買って下さいね！

注文も受付けていますので、是非ご利用ください。                 （神田 卓哉）
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２月１８日から２３日まで「第５回大東市障害者アート展

わたしたちの発見その５」がポップタウン住道のオペラパー

クアートギャラリーにて開催されました。我々津の辺は「み

んなで織りなす春・夏・秋・冬」と「フレームの中の四季」

というテーマの作品を２点、さをり織りをメインに１０月か

ら取り組んで来ました。「みんなで・・・」は利用者全員

で、春なら春のイメージした色を好きなように選んで貰い、

織っていただきました。普段さをりの作業に入らない利用者

さんも織る訳ですから、もちろん悪戦苦闘の方や、逆にえっ！？出来るやんって

方、上手く出来なくても楽しそうに織られている方等、職員も色々思いながらの作品作りでした。「フ

レーム・・・」はさをり担当の利用者さんに四季のさをりを織って貰い、そ

の上に紙すきの紙にご本人さんが想う四季の絵を描いて貰うというコンセプ

トで作成しました。週に１度「アート展に向けて」

の時間を取り、ゆっくりと落ち着いたＢＧＭを聴い

て、好きな時に、思いついた時に、自由に描いて頂

こうと・・・スタートからコツコツ描かれている方

もおられたり、ちょっとお茶を飲みながら描いてみ

たり、たまには、まったり時間を使って描くのも良

いではないかな～という感じで進めていきました。色んな作品が出来上がった

のですが、職員全員に見て貰い３作品選ばせて頂きました。この２作品を通し

て利用者さんに指導や能力というものを私自身改めて感じる事が出来ました。色

んな発見、「わたしたちの発見」はすなわち私、職員全員の発見だったので  

はと思っています。                      （旗手 和彦）

アイススケート教室に参加してきました！

２月２０日障がい者アイススケート教室が

大阪府立門真スポーツセンターで開かれ、

津の辺からは４名の利用者さんが参加され

ました。誰もいない大きなリンクを目の前

に皆さん驚いていました。

開会式を済ませスケート靴を履き、ヘル

メットや肘、膝のプロテクターを付けていざリンクへ！アイススケート協会の

方々の見守りの下スイスイ自由に滑ったり椅子に座って押してもらったりとゆっ

たり楽しそうに滑っていました。 皆さん本当に楽しく参加されていたのが印象的でした。今回不参加

だった方も来年度は参加されてみてはいかがですか？                  （石橋 陸）
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昨年からの課題であった、①作業効率を高める ②安定して取り組める作業空間作り③狭

いスペースを有効利用するといった目的から模様替えを実施しました。

まずは看板を新調しました。次に作業空間の構造化をさせていただきました。生活介護事

業所という福祉サービスで支援を提供させていただいていますが、実際法人内では「働く場

所」という位置づけであり、活動内容をより就労を意識したものにすべく日課の見直し・週

間プログラムの見直しもさせていただきました。

「働くことが好きだ」、「お金が欲しい」「施設外実習をしたい」

などなど、何らかの目的・目標・見通しをもって作業できるよう、ス

ケジュール表や作業ごとにプログラムを作成しました。

今回模様替えをするにあたりハード面とソフト面の両面でどの程度まで本人の特徴を

生かせる「構造化」が図れるかどうかがポイントだと考えました。ですが「構造化」と

いうものは、本来「本人を中心に考えて行う」ということなので、「生産効率を上げ

る」を第一に考えると、すべてを本人中心にしてしまうのは難しくなると考えます。そ

の中で、できるだけ当事者が安定して作業に取り組める環境をと考えています。就労については、やはり本人の

「就労に対する意欲」が不可欠だと思います。支援者としては、どのようにして「意欲」を持ってもらうか？と

いうのは重要なテーマであり、四条作業所の特色である、様々なプログラムの中から自らが選択し、安定して作

業に取り組んでいける場所を目指していきたいと考えます。                             

                                           （山本 秀明）

ソフトでもハードでも・・・・模様替え♪ 四条作業所

蔀屋では創作活動とまでは言えませんが、日中活動で工作をしたり絵を描いたりする日があります。ある日万

華鏡を作ることになり、様々な万華鏡のサンプルを調べてアクリル板・アルミ箔・画用紙・ビーズを用いて作る

ことにしました。一人一人様々な形や色のビーズを入れてそれぞれが味のある作品に

仕上がりました。暗い場所や逆に明るい場所で見ても光の入り方でより一層見て楽し

い物が完成しました。

また別の日には好きな絵を描いてもらったり、落ち葉やビーズなど様々な物を用い

て一つの画を作ってもらいました。そのなかでＯさんに何を作りたいかと聞くと「車

の絵を描く」ということで、画用紙と色マジックをお渡しして描いてもらいました。

Ｏさんは視力低下もありほとんど見えていないのですが、まるで実在しているかのよ

うに立体的に何とも言えないほどの感動的な作品ができました。今回紙面にてお話さ

せていただいたのはごく一部になりますが、利用者さん一人ひとりの才能にとても感

動した創作時間でした。

今後開催される作品展にも出させてもらう予定ですので、よかったら皆様見に来て下さい。    

                                          （福留 真二）

高崎 正寛さんです。平成２６年１１月から蔀屋作業所に通所さ

れています。人との関わりが大好きということで利用１ヶ月目頃か

らはあれ？もう１，２年蔀屋で過ごしたかなと思う程誰とでも関わ

りをもってくれています。うれしいことや楽しいことがあると体全

身をつかって表現してくれており、作業所内を笑いに変えてくれる

ムードメーカー的存在になってくれています。
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２月１日より四條畷市南野に生活介護事業所、なわて更生園の従たる施設として「サザンの家」が開所し

ました。当面は３名の利用者さんが利用されています。

「今日も１日よろしくおねがいします！」と元気なスタートの掛け声でサザンの家のメンバーの１日が始ま

ります。午前１０時、なわて更生園から下り坂ですがおよそ２０分、歩きごたえのあるコースです。サザン

の家は住宅地のど真ん中に位置しており、戸建ての一般住宅です。ここを使っている利用者さんは主に自閉

傾向の方が中心で、支援内容もその障がい特性に特化したものを目指しています。なわて更生園では建物自

体の構造上、どうしても騒がしさや様々な種類の刺激が多くなりがちですが、それらが苦手な方々が静かな

環境で、落ち着いて日課に取り組めるようにということで支援員も利用者も少

人数である程度固定し、作業自体も工程を分かりやすくお伝えするために、絵

で表し視覚化しています。作業内容も変化の少ないものにしています。また、

毎日ここまで歩いて通うことで、ご近所様とも顔見知りになり行き帰りには

「おはよう」「さよなら」とお声をかけていただけるようになってきました。

これからもサザンの家での活動について、どうぞご理解とご支援の程宜しく

お願いいたします。

                                         （松浦 宏昭）

なわて更生園では学校関係をはじめとする施設実習を積極的に受け入れています。年間で約６校、計２

５名ほど来園され、それぞれ約２週間の宿泊型で入所施設や障がい者理解を深めていただく実習を行って

います。

実習体制では日替わりで担当職員が付き、実習生さんに対し直接指導を行いま

す。施設の役割についてや、利用者さんの障がい特性、関わり方への助言、安全に

過ごしていただくための留意点などを説明しています。そして、日勤・早出・遅

出・宿直などのローテーション業務を経験していただき多くを学び、意義のある実

習となるように全職員でサポートに努めています。また、各作業所の協力も得て作

業所見学を行い、それぞれの特色も実際に感じ学んでもらっています。

実習生さんは緊張や不安から受け身になり

がちですが、職員へ質問していくことや利用者さんへの関わりなどに

対し自ら積極的に取り組む姿勢を大事にしてもらっています。ほとん

どの実習生さんが「今まで関わる機会がなかった」「怖い」といった

不安な気持ちからスタートされるのですが、利用者さんと日々関わっ

ていく事で終了時には「印象が変わった」「楽しかった」という感想

が毎回聞けることをとてもうれしく感じています。

施設にとっても実習生さんの存在は今後を担う人材育成の場であると同時に、施設で行われている支援

内容を検証する機会であるとも思います。実習生さんの受け入れを通して日常的な支援をチェックし、資

質の向上へと繋がっていくよう日々努めたいと思います。              （祝出  百合枝）
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突然ですが、プロポーザル方式とはウィキペディアによりますと、主に業務の委託先や建築物の設計者

を選定する際に、複数の者に目的物に対する企画を提案してもらい、その中から優れた提案を行った者を

選定することだそうです。そしてこの方式を用いて四條畷市は平成２７年度の相談支援事業所を決めるそ

うです。よくわからないので四條畷市役所にインタビューを試みました。すると「質問は文書で提出して

ください」とのこと。そして、３日後にお返事を頂きました。

新たに基幹相談支援センターを設置することとなったこと、相談支援センターを委託することができる

とされている、一般相談支援事業所及び特定相談支援事業所が４か所になったことから、

公正な契約手続きを採用し、各事業所からの提案を受けて、相談支援を充実するためのプ

ロポーザル方式を採用することとしました。との回答をいただきました。

この記事が皆様の目に触れる頃には結果も出ている事と思いますが、当センターでは仕

様書等を精査しつつ事業所展開を検討しているところです。                        

                                 （渡邊  正樹）

１２月のある金曜日、忘年会をしました。２０１４年は我々にとって大きな

出来事で昨年度引っ越しをし、まだ慣れない環境に悪戦苦闘している中、北条

の家Ｎさんが「忘年会は？」・・・そういえば去年も皆で楽しんだなぁ、今年

はどこでしようかと考え、カリンの家をお借りし皆で楽しい忘年会を開きまし

た。「メニューどうしましょう？」と北条の家Ｎさんに聞くと、「焼肉」。二

丁通の家Ｎさん達にも尋ねると焼肉で「いいよ～」とのことだったので、前日

に食材等の準備をし、いざ当日の夕方、いつもの夕食よりも何倍もの量の食材

やおにぎり等世話人さんが準備して下さいました。もちろん担当も・・・。

焼き始めると皆の目がお肉に。「いやいや待って、まだ焼けてないか

ら」と言いながらもワイワイがやがや。ホットプレートのそばから誰一人

として離れることもなく皆さん監督というより焼肉奉行状態。野菜もお肉

もあっという間になくなりました。

以前は顔を毎日合わせていた皆さんでしたが現在では毎日顔を合わすこ

とも減ってしまったので、この日が皆さんにとって楽しいひと時になって

くれたらうれしいです。今後も皆で楽しい企画を計画したいと思っていま

す。その時はまた皆で盛り上がりましょうね！！

                            （佐藤 朋子）

♬二丁通の家・北条の家合同忘年会♬
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グループホームの世話人としての想い

初めまして、世話人させていただいております、長島です。寺川の家より二
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事も考えました。しかしながら本当にありがたいことに利用者の皆さん、職員

の方に助けられ現在に至っております。

朝の起床始まり、身仕度、朝食と慌ただ

しい時間の中、皆さんとお天気の話をした

り、作業所でのお話をしたりとゆとりを持って時間を過ごして頂くよう心が

けています。また作業所よりお帰りになると入浴、夕食と何かと時間を費や

していくのですが、就寝までのわずかな時間も大切にして頂いています。利

用者の方からも「今日は１日とてもお天気良かったですね。」「深北緑地に

散歩に行ってきました。」等話して下さいます。また、利用者の方の誕生日

には誕生会、季節行事にはその日にあった食事等、楽しく過ごしております。

時間が経つ程、ニ丁通の家らしくなっていくのだろうなあ、と思っています。

御家族の皆様にも安心して気軽にお顔を出していただけたら幸いです。

利用者の皆様共々、これからも応援、ご支援宜しくお願い致します。          （長島  真紀子）           

親の会 会長として

私は昨年の５月に、右も左もわからない中で河内手をつなぐ親の会会長の任に就くことになりました。実は各

事業所に何名の会員さんがおられるのかもサッパリわからず、とにかくやっていくなかで色々なことを覚えてい

くしかない、と覚悟を決めました。そのような気持ちで初めての親の会会議準備を迎えた日、役員全員が無事に

会議を進行していけるよう連携を取って明るく段取りされているのを見て、「このメンバーでならやっていけそ

うだ」と本当に頼もしく思いました。それでも実際には会長としての立場がありますので、例えば役員会の席上

法人側から課題や要望が寄せられてきた時には、私には荷が重く感じられることもありました。ただ役員間の話

し合いを行ってから次の会議に臨まないと前には進んでいかないので、時には臨時に話し合いの場を設けて浮か

んできた課題について皆で一緒に考えていきました。そのような場では個々が考え思っているだけでは周りに伝

わらないので、声に出していく中で１つにまとまることが出来、それを役員全体の意見として伝えていくことが

できました。そうして回を重ねるごとに、この役員同士の話し合いが拠り所になっていきました。ある時親の会

講演会で講師の先生がおっしゃった「みんなで決めていかなければ上手くいかない事が多い」「なんでも本気に

ならないとパワーは生まれてこない」との言葉には、まさにその通りだと実感しました。

この１年、バザーへの協力やこつこつと手作りした物品等の販売、様々な行事への参加、それらを１つ１つ終

えるごとに、皆さまの協力が本当に有り難く思えたのも実は会長という任に就いてからでした。

生まれた我が子が知的障がい者と判ったあの日の悲痛な気持ちを乗り越えて共に育ち、大人になった今も同じ

思いや心配を抱えた親たちが、共に助け合って歩んでいけるような河内手をつなぐ親の会であって欲しいと願

い、会長として役員のみんなと頑張っていこうと思います。                         

                                           （杉山  伸子）
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「津の辺園長」に着任させていただき、３度目の春を迎えております。

振り返れば２年前より今日に至り、わずか２年されども２年、この間は障害のある児者を取り巻く権利擁護環

境では平成２４年１０月の障害者虐待防止法・平成２５年６月の障害者差別解消法の成立・平成２６年１月の障

害者の権利条約批准等大きく変化しております。

特に権利条約批准におきましては、国連総会で採決されてから遅れる事７年ではありましたが、障害者の権利

を実施するための初めての国際条約、何より大切なことである内容として、障害者が他の人と平等に住みたい場

所で安心して生活を送ることです。改めて権利擁護環境面では、変化が起こっていた事を想い起こされますが、

心に打ち浸っているばかりではいけません。この「住みたい場所で安心に生活を送る」一般社会では普通に思え

る事かも知れませんが、我々社会福祉事業の担い手としましては、しっかりこの言葉に責任と義務を負っていか

ねばと思う次第です。

３度目の春を迎え新たなページが開かれ２０１５年が始まり早いもので、四条畷福祉会も新年度を迎えており

ます。２７年度は、法人としましても新たなチャレンジを迎えます。兼ねてよりの法人の思いでもありましたグ

ループホーム事業の更なる充実です。地域の中で生活を送り、日中の過ごせる活動場所があり、余暇時間は自分

がやりたい・行きたいと思う所に支援、援助を受ける。この実現に向け法人として一歩

一歩進んではおりますが、法人だけでは困難が生じます。

自助・共助・互助・公助この組み合わせをしっかり活用し、来たる四度目の春には利

用者の皆様、家族の皆様、法人職員そして地域住民の皆様、関係機関の協力を得ながら

桜満開を迎える事ができればと思っております。また津の辺では、より一層の充実ある

日中活動場として、職員一同気持ちを一つに取り組んでまいる所存でございます。今後

とも皆様のご支援・ご指導の程宜しくお願い致します。                   

                                （千葉 文子）

今回の研修の中で、障がい者の一次的特性と言われるうち「認知の不正確さ」が挙げられていました。「見た

事や聞いたことが正確に認知されず模写や反復が上手くできない。その為にもその人に合わせた伝え方を考え

る。ただ何年もかかることなので、出来るようになるまでに職員が諦めてしまう場合もある。」私は今までの支

援を振り返って、この考え方が自分に欠けているなと思いました。つまり知的障がいがある方に合わせて、今出

来る事を出来る範囲で行ってもらえば良いという部分が自分自身の中にあり、その方が自立する為に何年もかけ

ての「さらなる何か」を考える所まで至っていませんでした。ゆっくり時間をかけて一緒にすれば出来る事も、

日々の慌ただしさの中でつい支援者側がやってしまうこともあり、それが「諦め」に繋がっていたのだと感じて

います。

「作られた障がい」ともいわれている強度行動障がいとは、周囲の人が本人の障がいを受容して適切な療育を

しているかどうか、それがなされていない場合に生じるものだと講義中にありました。支援員は障がい者の方を

支援したいとこの仕事をしていますが、特性を理解して支援することは本当に難しいと感じています。支援者側

が受容であると思って支援していたことが本人には誤学習となってしまい、結果、強度行動障がいを引き起こし

てしまうことが実際にあると思います。この作られてきてしまった障がいをどのようにしていくかも、支援員の

支援の考え方にかかっていると言っても過言ではないと思います。利用者さんは支援員を選ぶことはできません

し、支援員に苦情をいうことも難しい方が多いことに甘えて、逆に支援者側の支援の見直し・改善をしきれな

かったと思われます。人の人生は、出会う人や環境によって左右されるものだと思います.。利用者さんにとっ

て、支援員は利用者さんの人生の過ごし方（生活）を左右する重要な責任があることを再認識し、支援に取り組

んでいかなければならないと感じています。                             

                                         （郡 美由紀）                       

      

昨年１１月に行われた法人研修で大阪府立障がい自立センターの佐々木利子

氏の講義を受け、職員レポートを作成しました。その一部を紹介します。
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平成２７年度が始動して１ヶ月が経ちました。今年度ご縁を頂き、新職３名が法人職員として新たに加

わりました。先輩職員に指導されるなか、まだまだ慣れない業務に精一杯遅れまいと付いて来てくれてい

る今日この頃ですが、今年度は例年になく法人としては、猫の手、カイの手（因みになわてで飼っている

ワンちゃんです）、新職の手も借りて総力戦で取り組まないといけない事業があります。

平成２８年４月開所予定のグループホーム「しとみやの家」（ショートステイ併設）です。最大の懸案

事項はグループホームという２４時間３６５日の途切れない暮らしを支えて頂くスタッフの確保、同様に

ショートステイのスタッフの確保、そして職員育成だろうと思っております。「しとみやの家」の開所１

年後を見据え既に世話人スタッフの募集のチラシを作成し地域にポスティングしたり、駅周辺で配布した

り、または関係機関にチラシ掲示を依頼して動いております。数名の方が既にスタッフ候補で入っていた

だいていますが、まだまだ不足している状態です。

不景気には福祉分野に人が「まだ」流れるという定説を証明するかのように、アベノミクスによる好景

気（らしい）のおかげで福祉への人材流入がなお一層厳しい状況にあり、苦戦を強いられそうな予見がし

ます。こう言った状況下、嘆いても仕方ないので地域の方、保護者の方、関係各位のご協力を頂戴しなが

ら、ご利用者が新しい住まいで安心して過ごされるイメージを膨らませながら、新たな社会資源を創って

行くことをモチベーションにオール法人職員で進めて行ければと考えております。

                                          （上原 文裕）

こんにちは。季節も穏やかになってきました。そんな中で、私自身は利用者さんの老いを感じ取ってい

ます。

残念ながら入所施設での日常生活を送る中、運動につなげていくことはなかなか難しく、肥満的な体型

になってその結果動き自体が危なく感じる方もいらっしゃいます。「体力面や肉体的な衰えは、実年齢に

１０～２０を足して考える」としばしばいわれますが、個人差はもちろんあるにせよ、なわて更生園は大

体５０歳から７０歳ぐらいの方々が生活している施設ということになります。

高齢になられても、その分筋肉を維持するような動き・運動があれば若々しく見えて軽やかに動くこと

も可能で、何らかの刺激も生まれ生活全般において生き生きとされていますが、やはり慢性的に運動不足

の人は、身体だけでなく気持ち的にも老いるのが早く感じられ、ある日急に老化が目立つことがありま

す。

さて、利用者さん個々に違った障がい特性をお持ちなので、それぞれに見合った生活を送るうえで入所

施設ではなくグループホームの必要性を感じていました。法人内でもそのような動きがある中、今後はグ

ループホーム利用者さんの中にも通院・医療的ケアが必要となる方達が増えていくと思われます。いかに

自分らしさを保ちながら元気よく生きていけるか、私たちは利用者さんの生活基盤を整えることが大切に

なります。そのためにも私自身が必要時にスムーズに利用者さんの体調管理を行えるよう、基本的な体力

と様々な場面をイメージする力を備えていきたいと考えています。                                

                                         （福留 友子）          
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【入職】

千葉  真史 グループホーム 生活支援員 １１/１付

浜畑  悦子 グループホーム 世話人 ３/１付

日野  隆志 グループホーム 生活支援員 ３/１付

辻本  博 なわて更生園 運転手 ３/９付

猶原  沙妃 なわて更生園 生活支援員 ４/１付

中川  遥菜 なわて更生園 生活支援員 ４/１付

坂本  拓真 津の辺 生活支援員 ４/１付

松尾  凌 なわて更生園 生活支援員 ４/１付

【離職】

高田  典子 なわて更生園 添乗 １/１６付

河邊  優香 なわて更生園 生活支援員 １/１７付

日高  利子 なわて更生園 調理員 １/３１付

祝出  百合枝 なわて更生園 生活支援員 ３/３１付

橘   由紀子 蔀屋作業所 生活支援員 ３/３１付

魚躬  百合子 津の辺 生活支援員 ３/３１付

【人事異動】

川岸  祥泰 総合施設長 法人常務理事就任 ３/２２付

上森 敬二  なわて更生園主任心得

       →なわて更生園主任 ４/１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 山下様 真鍋和美様

散髪ボランティア「山の会」様  

四條畷おはなし会様

築山 様 前田悦子様 四條畷市社会福祉協議会様

四條畷市民生委員児童委員協議会様 立石宏様  

三共空調（株）様 蔀屋地区福祉委員会様

四條畷市区長会様 大阪府被服工業組合様

四条作業所の城島芳寿さ

んがこの度「第５回障害者

アート展」に於いて見事

「自立ネットワーク賞」を

受賞されました。題名は

「一心不乱」という絵画で

した。数多くある作品の中

から選出されました。

この度、四條畷学園

様より寄附金１０万円

いただき、ソファーと

布団用掃除機を購入さ

せていただきました。

大切に使いたいと思い

ます！！

去る３月１８日（水）～２２日

（日）に今年も迷作展をガレリア・ロッソ・イ

ケダヤで開催いたしました。

ご来場いただきました方々に御礼申し上げま

す。そして、毎年会場を提供してくださってい

る「池田屋」様、ありがとうございました。

３月１０日にライオン歯科講習が

津の辺にて行われました。初めて受

けられる方が多く始まる前は不安一

杯の様子でしたが、優しい歯科衛生

士さん達のおかげで終了後は笑顔も

多く見られました。高橋先生にも来

ていただき御指導頂きました。皆様本当にありがとう

ございました。
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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１１月１日から平成２７年２月２８日までに賛助会員に賛同して下さった方は

１１名、総額費１５６万９千６５０円でした。ありがとうございました。

紺屋孝之様 ことぶき亭様 山添多津子様 中村幸枝様  

山崎半平堂様 北田輝昭様 丸石功様 藤川朗様 匿名希望様（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

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

四条作業所

蔀屋作業所

忍丘作業所

みなみの工房

サザンの家
ケアホーム　清滝の家
ケアホーム　寺　川

〒574-0014　大阪府大東市寺川3-4-9

TEL （072）875-3599／ FAX（072）875-3580

〒575-0042　大阪府四條畷市蔀屋本町5-8

TEL （072）876-4418／ FAX（072）876-4414

〒575-0002　大阪府四條畷市岡山2-1-53

TEL （072）863-6930／ FAX（072）863-6939

〒575-0021　大阪府四條畷市南野5-6-11

TEL （072）863-1200／ FAX（072）863-1201

〒575-0021　大阪府四條畷市南野1-1503-28

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。

津の辺

詳細は、各所までお問合せ下さい。

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

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

サザンの家 〒575-0021　大阪府四條畷市南野1-1503-28

ケアホーム　寺　川

支 援 員
年令３０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）

支 援 員
勤務地：蔀屋作業所（四條畷市蔀屋本町５-８）

支 援 員
勤務地：みなみの工房（四條畷市南野５-６-１１）

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／２７４,３００円〜（正看護師の場合）
　　　　２５４,２６０円〜（准看護師の場合）
（職務手当・処遇改善手当含む）
（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）
（試用期間３ヶ月）
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
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。

時給／９１０円
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。（作業内容に手芸があるので手芸の得意な方）

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

　表紙の写真は迷作展の一部です。利用者の方の個

性あふれる作品となりました。　　　　　　　藤田

【短期入所利用状況】※延べ人数（平成２６年１１月１日〜平成２７年２月２８日）

利用者数（なわて更生園）　　男性：１８７名　　　　　　　女性：１５６名

利用者数（なわて更生園）　　男性：１０４名　　　　　　　　女性：　１０名

利用者数（津の辺）　　　　　男性：　４４名　　　　　　　　女性：　６１名

【日中一時支援】　  ※延べ人数（平成２６年１１月１日〜平成２７年２月２８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 〜    １７：４５

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!!




