新しき年を迎えよろしくご指導賜りますよう、
お願い致します。さて平成2年「四条畷福祉会」
設立より今年は30年となる。知的障がいを抱え
た十余名の親たちが、やむにやまれぬ思いでただ
ひたすら「なわて更生園」を目指し、事に当たっ
て来られた。初代、築山精一理事長の大らかさ、
二代 築山永子氏のたおやかさ、そして三代 堀
内氏の堅実さにささえられ、法人事業は一つまた
一つと、親の思いを姿・形へと成してきた。先達
の熱き思いをいかにして継承していくのかが、令
和の時代を生きていく我々の命題である。
今、世界はIT革命を基軸として科学技術の発展
を受け、経済、教育、医療福祉の分野において、
測り知れない変革が進んでいる、と言われてい
る。我々、健康福祉の分野においても高齢者介護
のロボット化が進み、その進化は驚くばかりであ
る。だが、「ハード」の便利さ、ありがたさばか
りに目を向け「ソフト」の大事さを忘れてはなら
ないだろう。最近の自然災害は、前述の危惧の念
を示唆しているのではと強く感じられるのであ
る。「天災は忘れたころにやってくる」と聞かさ

れていたのだが、ここ十数年来、忘れる間もなく
毎年、地球規模で災害は頻発している。地球の地
殻変動と温暖化が、大きな要因とされている。地
殻変動については今後の科学の解明を待つとし
て、温暖化については人間の生き方に大いなる自
省を促されているようである。スウェーデンの少
女グレタさんが、涙ながらに訴えている姿が象徴
的であると受け止められる人が、数多く輩出する
社会にと、願うのである。令和の時代を心安らか
に、平けく生きていける社会づくりを目指す基調
は、法人の先達や17歳の少女にみられる「狂」
を表現したくなる軌道を歩んでいくことなのでは
と、思っているのである。

去る9月21日(土）に大東市障害者自立ネットネットワーク主催のふれあい運動会が開催されました。平
成から令和に変わって初めての運動会です。 今回、私は初めて実行委員としての役割を担いましたが、他
の委員は数年経験されている方が多く、会議では色々な視点から話し合っておられた中、私自身は記録係の
役割をさせて頂きました。困難な課題については確認してなんとかついていくので精一杯でした。このよう
な状況で当日を迎える事に不安はありました。実際に準備が始まり最終確認の段階には、ベテラン委員の方
が段取り良く分かり易く説明して下さったので余裕もでき、終わる頃には
沢山の参加者の笑顔や掛け声に包まれ
てとても良い経験となりました。今年
は津の辺・四条作業所・蔀屋作業所の
合同チームは白組でしたが、僅差で赤
組が優勝しました。白組は負けてしま
いましたが皆さん楽しく、怪我もなく
参加してくれていた事が何よりです。
（始田 貴大）

9月より、津の辺の非常勤支援員として勤務することになりました。当初は全く
経験のない私が、利用者さんの支援ができるのか、戸惑いの気持ちでいっぱいでし
たが、他の支援員からアドバイスをして頂き、少しづつ不安も少なくなりました。
まだまだ初めてのことが多く、覚えていくことも多いのですが、また利用者さんか
らの信頼を得られるように、全力で頑張って行きたいと思います。
（水野 元伸）

今回のグループ旅行は国宝、世界遺産にも認定されている姫路城に行きました。
姫路駅を出ると姫路城が見えていました。花より団子とはよく言ったもので城下町には色々と美味しそうな
お店屋さんが…。お腹もすいたということでみんなでお城を前に美味しくお昼にしました。腹ごしらえも終
え、いざ出陣!!!額に汗をにじませながら、天守閣まで登ることが出来ました。お城の中は風が涼しく、外は
町が一望でき、少しはお殿様の気持ちが味わえたのではないでしょうか。思い思いにお土産も買い、楽しく
過ごせたと思います。旅館の料理もおいしく、特に姫路牛はみなさん大満足のようでした。二日目は神戸の
南京町を満喫。日頃、なかなか行くことのないイタリア料理のお店に行きました。職員のほうがソワソ
ワ…。みなさん上手にフォークやスプーンを使い楽しく食事されていました。今回もみなさん楽しく満喫で
きた旅行ではなかったかなと思います。
（岩本 芳宗）

今回、与えられたテーマとして、大東市障害者自立ネットワークや大東市の情勢などに絡め、昨今、災害が
続いているという点で書かせて頂こうと思います。台風や地震、想定できない事象が降りかかることが多く起
こり、いつ発生するのか分からない。減災も防災も困難な現在、多くの災害を通しても、災害時には要援護者
特に障がい者の避難は簡単な事ではなく、事業所としてもご本人としても不安に感じることが多い。２０１３
年６月「災害対策基本法」が一部改正され、「災害時要援護者」を防災施策において、特に配慮を要する高齢
者、障がい者、乳幼児等を「要配慮者」とし、要配慮者のうち、特に災害時の避難に支援を要する者を「避難
行動要支援者」とした（内閣府抜粋）。避難行動要支援者の災害時の避難について大東市障害者自立ネット
ワークとしても大東市との懇談の中でぞれぞれ事業所として不安に思っている事や提案や要望など議論し大東
市に報告をしていますが、管轄の危機管理室と障害福祉との連携、福祉避難所の数とその周知について、障が
い者への防災対策を考えた場合、計画そのものが実効性のあるものが作られているのか。本当にその避難所や
体制について必要な方に周知でき、理解されているのか。その避難の際の避難行動の担い手をどのように解決
するのか。など大東市として、というより国としてどのように解決していくのか、災害はいつ起こるのかわか
らない状況で本当にまったなしといった状況ではないでしょうか？自分の命は自分で守るといった観点（自
助）についても障害福祉サービス事業所として何ができるのか、一度事業所として法人として考える必要があ
るのではないかと思います。
（山本 秀明）

14年ぶりに蔀屋作業所へ配属されました。久しぶりに戻ってきての感想を
書きたいと思います。14年前と比べて今と何が変わったのか？まず利用者さんがお年を召されたこと。私が
20代で蔀屋作業所へ配属されたときから利用者さんの年齢も私と並行して40代50代に突入しているので、
若くて活気が有った利用者さんもお腹周りが気になり健康面でも変化が見られてきました。変わっていない
と思うことは、以前、作業所の２階を使って宿泊訓練をしていた頃も専従の世話人さんが見つからず、法人
の支援職員がローテーションで対応していました。作業所の前にしとみやの家のショートスティが新しく出
来てからも、人手不足は変わらずほぼ支援職員で対応している現状に変わりありません。
20年前からマット編みの靴下の紐をいただいている奈良県の工場や内職のお仕事を頂いている蔀屋地域
の三共空調様、東大阪市の日鋼産業様、地域の皆様、ゲートボール場の高齢者の皆様の顔ぶれは変わりまし
たが、以前と変わらずいつも利用者の皆さんにやさしい言葉かけや畑の手伝いをしてくださりありがとうご
ざいます。
蔀屋作業所が平成５年11月に開所して今年で26年目になります。これからも平成10年に私が蔀屋作業
所へ配属された時の気持ちを忘れずにやっていこうと思っています。
（小野 浩史）

昨年１０月２０（日）に第２９回なわてまつりを行いました。天候のよくない日が続き、まつりを開催でき
るか不安でしたが、みんなの思いが伝わったのか、当日は明るく冴え渡る秋空で楽しい１日になりました。
私達自身、いつも楽しくなわてまつりに参加していますが、今回は初めて担当の立場で参加したので、不安
いっぱいでしたがいろいろな方に助けて頂き、改めて仲間はいいなと感じさせられました。
舞台では四條畷中学校吹奏楽部様のファンファーレから始まり、演奏では中島みゆきの「糸」など色々なメド
レーが流れ、会場が和やかなムードに包まれました。また、和太鼓の「門真寝屋川和太鼓クラブ」様も昨年に
続き出演して頂き、心に響く圧巻のパフォーマンスで観客を虜にしていました。今回、初めて参加して頂きま
した、四條畷市のご当地アイドルの「フォーチュンドール」様の歌やダンスも魅力いっぱいで可愛すぎて、最
後にはファンになってしまいました。東京にも進出されたようで、みんなで応援したいと思います。
最後には、みんな楽しみにされているダンスの時間で、今回はいつもなわて更生園でダンスを教えて頂いてい
る藤本先生と支援員２名によるダンスでした。音楽が流れた瞬間に、会場全体で盛り上がり、みんな笑顔いっ
ぱいで踊り、盛り上がっていました。抽選会では、四条作業所の方々の進行で会場中笑いがいっぱいでした。
食事の場面では、３店舗からの色々な種類のパンや、ハニコウム様のクッキーなど魅力いっぱいのメニューで
みなさん満足なご様子でした。館内でも、バザーやゲームコーナーなどを設置し、外でも中でも楽しめ、どこ
にいったらいいのか迷ってしまいそうでした。
今回も開催にあたり、関係各所や地域やボランティの方々のご協力により、一日笑いが絶えず、無事まつり
を終える事が出来ました。改めてお礼を申し上げます。次回はなわてまつり第３０回です。今回よりも更によ
くなるように考えて行きたいと思います。皆さん楽しみにして下さいね。

（皆川 由美・藤木 紘太朗）

平成から令和に年号が変わってから、利用者が3名、6月・7月・9月と、立て続けに高齢者施設へ移行され
る事がありました。みなみの工房の始まりとしては、高齢の方や足元に不安をお持ちの方が利用しやすい事業
所としての出発だったのですが、7年の月日の中で、ゆっくりとそして一気に老化が早く進んでしまうものな
んだと、実感した次第です。
現在は8名の利用者が在籍しています。人数が少なくなりさみしさを感じている利用者もいれば、まったく
気にされず我が道を行く前向きな利用者、また、より少人数になった事により、ここぞとばかりに自己アピー
ルをされる利用者がいたりとそれぞれです。
先日、バザー販売の当番で参加することがありました。「いらっしゃいませ」といつも人一倍に接客をして
くれるYさん、ご本人の製品が売れると心の底からの素敵な笑顔を見せてくれます。「ありがとう、ごぜーま
した」、いつもパワフルで人と関わる事が大好きなFさん。どんなやりとりでも１００％以上のリアクション
で周囲の雰囲気を一気に明るくして下さいます。そんな何気ないいつもと変わらない場面からエネルギーを頂
き、今日のみなみの工房は成り立っているんだと感じます。
利用者の退所で学び得た事を職員それぞれが心に刻み、今日、明日への支援に繋げていければと思います。
今後もよろしくお願いします。
（上原 和人）

いらっしゃ
いませ♪

令和2年3月ガリレア・ロッソ・イケダヤにて行われる 迷作展！！今回メインの場所に作品を飾れると
いう事で話し合った結果、ダイナミックな作品で季節感を出したいとの提案があり桜の作品をする事になり
ました。年度が変わった4月からさっそく材料を購入！！工程としては、アイロンビーズはプレートに1個ず
つのせ、粘土細工は白とピンクの色をこねながら混ぜ合わせて桜色を作り、桜の花に型抜き、羊毛フエルト
は羊毛を手でほぐした後専用の器具（フエルトボールメーカー）を使ってフリフリして手で形を整える、折
り紙はボランティアの先生が立体的な桜の花びらを考えてくださり、折り紙に折り目と切れ目を入れ、ホッ
チキス、ハサミを使用して作ると11月頃には4種類の桜の花びらが完成しました。
4つのパネルを用意して活動別に飾るのですがパネルを合わせると縦幅1.82メートル、横幅が3メートル
になるので大きくて大変です。これからはパネルに桜の花びらを貼る作業に入るのですが、まだまだ作品が
出来上がるのには時間がかかりそうです。みんなでコツコツと作業しながら作品を作っていきますのでどう
ぞご期待くださいませ！！
（神田 卓哉）

昨年はラグビーワールドカップ日本代表
の活躍ぶりは耳目を集めたところであった
が、それまでラグビーには関心のなかった
者の一人としては、初めて見る日本代表の
メンバーを見て違和感を覚えたのは私だけ
ではなかっただろう。サッカー日本代表を
見慣れているせいか、ラグビーのそれは日
本代表というよりは、多国籍軍ではないか
と思わず思ってしまった。国を代表して戦
う以上、100％純日本人といったステレオ
タイプが刷り込まれている身としては、違
和感があった。しかしながら、闘志むき出
しのプレーを見るにつけ、感動を呼び、下
馬評を覆し連戦連勝で盛り上がっていくう
ちに、国籍のこだわりはにわかファンに
とって大したことではなくなっていったよ
うに思われた。他のスポーツと異なり、外
国人にも３年以上続けて住めば日本代表の
資格が得られる緩やかなルールに金髪の代
表も、肌の色の異なる代表も、日本人もご
ちゃ混ぜの日本代表に今後少しずつ時間を
かけてではあろうが、多様化するだろう社
会を見たように感じた。老若男女、国籍が
あろうとなかろうと、障害があろうとなか
ろうと、すべての人達で構成されるのがこ
の社会である。

今回のワールドカップで驚きだったのは、
観客席はホームアンドアウェイといった敵
対した形で応援するのが一般的だと思って
いたが、入り混じっての応援に戸惑いを覚
えた。試合が終わればノーサイド。試合が
終わった瞬間、敵味方の区別がなくなる。
戦いのあとはお互いの健闘をたたえ合うと
いう精神が尊重されるようである。あの激
しいプレーとは真逆の紳士的なスポーツで
ある。最後にラグビーで有名な「One for
All. All for One」「一人はみんなのため
に、みんなは一人のために」。手をつなぐ
育成会に古くから関わられていた方から良
く聞かせて頂いた言葉でもある。その親の
会もご高齢化が気になるところ。
ところ で今 年で 法人 設立 ３０年 を迎 え
る。なぜこの法人が設立されるに至ったの
か。何のためにこの法人が存在するのか。
我々支援者は何のためにこの仕事に従事し
ているのか。そして、次の10年もこの法人
が必要とされるためにはどうすればよいの
か。新 年 の 抱 負 に、今 年 １ 年 か け て こ の
テーマを職員間でじっくり考えてみたい。

年号が変 わり、約半年 経ちまし たが、最
近、特に思う事が平成のあの大ヒットドラマ
の名セリフ「事件は会議室で起きてるんじゃ
ない。現場で起きてるんだ。」です。相談員
の業務の中でサービス担当者会議等を開いて
い ま す が、こ の 頃、よ く こ の 言 葉 が 頭 を よ
ぎっており、本当に大変なのは現場の支援者
であり、困っているのは利用者や家族である
と 痛 感 さ せ ら れ ま す。し か し、「事 件」は
「現場」で起きていますが、「会議」の意思
決定が適切であるならば、「現場」は混乱し
ないという考え方も出来ます。これは私見で
すが、質の悪い会議の特徴としては「中身が
薄い」「何も決まらない」「発言が少ない」

(なわて更生園:園長)

などが挙げられますが、これらを改善するス
キルとしては幅広い見聞や柔軟な思考で打開
策をひねり出す「問題解決能力」と参加者全
員が本音で自由に意見を言えるような雰囲気
づくりや様々な人から意見を出してもらえる
ようにする「コミュニケーション能力」だと
思います。偉そうなことを言っていますが、
まだまだ、それらを実践出来ていない未熟な
自分でありますが、偏ることなく利用者本位
を軸にして、少しでも「現場」に寄り添った
思考で相談支援を出来たらと思いました。さ
あ、また明日から頑張ろっ！
(田中 敏)

しとみやの家のT・Mさん。大勢いてるアイドル？の中でキムタクが大好き� 職員がネット通販で検索。来まし
た、来ました。待ちに待ったキムタクの表紙の雑誌。大事に見ながら永久保存版。いつまでも永遠のアイドルが
いるのはいいですね。くれぐれも、破れませんように・・と、隣で同じように熱心に新聞を見ているT・Kさん。
見てる欄は視聴率。やはり人気番組気になりますよね。もちろん、視聴率の欄だけではありません。政治・経済
スポーツ・テレビ欄等、見て情報得収集されているので、いつも色々教えてくださいます。これからも色々教え
て下さいね。しとみやの家のとある一日でした。
（佐藤 朋子）

グループホームの担当をさせて頂いて何年目でしょうか…月日が経つのは早いですね。私はグループホーム担当
の前は蔀屋作業所担当でした。今も「蔀屋作業所5周年記念誌」を目にする事で勝手に力を頂いています。月日は
流れましたが、取り巻く環境は変わりありません。毎回読み返して「思い」の強さと目には見えない力を感じてい
ます。ここに、当時蔀屋作業所所長による5周年寄稿を一部抜粋ですが御一読頂ければ幸いです。[知的障害の人々
に何とかいい生活の場を作りたいの一念で、蔀屋作業所を設立致しました。私自身、蔀屋の地域でこの作業所が果
たして受け入れられるか日夜悩みました。又、近隣の方々の不安も大きかったと察します。それでも作らなければ
の【思い】と様々な条件が整い、設立にこぎつけ今に至っております。毎日、通所する御利用者、送迎する保護者
に優しくひと声かけて下さる地域の方々には、何より嬉し
く頭の下がる思いです。特にゲートボール老人会の方々に
は仲良くして頂き楽しい日々を送らせてもらっています。
今後はこの作業所を拠点とし、福祉の変革に沿ったものを
広げていけたらとの願いをもっています。例えばデイケア
の場やグループホームなど。そして老若男女を問わず自由
に立ち寄って頂ける【いこいの場】にもなれたらと思いを
巡らせています。とにかく境界線のない【福祉理想郷】夢
みている昨今です。]蔀屋作業所5周年記念誌【福祉理想郷
を夢みて】また様々な条件が整う機会を頂きました。【福
祉理想郷を夢見て】現在はその思いに近づいているでしょ
うか。

（尾座 賢太）

6月から非常勤看護師として、なわて更生園
で勤務しています。病院、支援学校、特別養護
老人ホームと三か所の職場を看護師として45年
間勤務してきました。なわて更生園で7か月勤
務していますが、最初の1～2か月は利用者さ
ん、スタッフの名前を覚えるので大変でした。医務室での仕事
内容も説明してもらいながら、看護師として何をすればいいの
か?と戸惑いながらの毎日ですが、利用者様の健康管理と病院
受診などで色々なことを学んでいます。今でも皆さんの名前を
しっかり覚えて、日々の活動に参加して、楽しく働けたらと
思っていますので、どうぞよろしくお願い致します。

昨年の9月より、津の辺で火曜日、土
曜日に勤務することに
なりました、看護師の
原田と申します。笑顔
をモットーに皆様と信
頼関係が築ける様に頑
張りたいと思っております。
(原田 敬子)

(田伐 涼子)

昨年11月になわて更生園で地域交流会を行いました。その時になわて自家製レモネードを提供しまし
た。今回のレシピはその時のレモネードのレモンを使いました。レモネードもなかなか好評だったので合
わせて紹介します。
レモンのパウンドケーキ
レモンシロップ
レモン
氷さとう

100ｇ
100ｇ

①

レモンをスライスする

②

瓶にレモンと氷砂糖を
交互にに入れる

③

④

入れ終わったら、しっか
り、蓋 を し て 置 い て お
く。
氷砂糖がすべて溶けて2
～ 4 日 後 に こ す。炭 酸 や
水白湯などで割って、い
ただきます。お好みで千
切りショウガ7ｇを一緒
に漬けてもOKです。

材料
小 麦 粉 140 ｇ バ タ ー 100 ｇ
たまご 2個 砂糖70ｇはちみつ
中さじ1～2レモンシロップを作っ
た後のレモン 65ｇ
レモンシロップ

大2

シンプルなのに味わい深い

作り方
下準備

小麦粉をふるう

バターを湯煎で溶かす

レモンを1/4の扇型に切る（もう少し小さくてもOK）
①たまごに砂糖をくわえながら

しっかりと泡立てる

※お風呂の温度くらいの温度で湯煎をかけながら泡立ちやすいです
② ①に溶かしバター

レモン

シロップ

はちみつを入れ混ぜる

③ ②に小麦粉を加えて素早くまぜる
粉っぽさがなくなったら型に流し入れ170℃のオーブンで40分焼く
※たまごの泡が消えないように素早く!!
焼きあがったら軽く冷まし
しますよ。

粗熱がとれたらラップしておくとしっとり

ボランティアセブン様
【入職】
真鍋

和美様
田伐涼子

看護師

なわて更生園

７／１付

杉坂和子

調理師

なわて更生園

８／１付

原田敬子

看護師

津の辺

８／２７付

水野元伸

生活支援員

津の辺

９／２付

廣島修司

運転手

津の辺

１０／３付

室生由美

生活支援員

みなみの工房

１１／１２付

森田三智子

世話人

ＧＨ

１１／１付

散髪ボランティア「山の会」様
四條畷お話の会様

・一緒にお出かけしませんか？
・一緒にお仕事しませんか？
・一緒に旅行に行きませんか？
※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。
連絡先：なわて更生園

松浦

（TEL：０７２－８７６－３３３４）

第２９回なわてまつりにおける義援金募金のご報告
なわてまつりの受付にて台風19号災害への義援金を
募り、１８０１０円をお預かりいたしました。後日
法人より、参加者有志一同として四條畷市社会福祉
協議会から日本赤十字社を通じて、寄付させていた

亀井輝穎様

木岡政一様

杉山乙彦様

天王福祉会様

大羽達郎様

田畑美知子様

瀬野道子様

滝木間区自治会様

田中太一郎様

石原欽子様

安藤貴美子様

ボランティアセブン様

高橋敏広様

藤川朗様

だきましたので、ご報告いたします。
四條畷市民生委員会児童委員協議会生活福祉部会様
兼松茂様

木間地区地車保存会（西尾正敏）様

滝木間老人会様
♬お知らせ♬
令和２年３月１１日（水）～１７日（火）まで
ガレリア・ロッソ・イケダヤで四条畷福祉会主
催による迷作展があります。利用者の方々の個
性あふれる作品がたくさん展示されていますの
で、是非見に来て下さい！お茶をしていただけ
るスペース（無料）もご用意していますので、
お気軽にお立ち寄り下さい！

近藤君枝様

ハートフル大東様
生駒自動車様

滝木間福祉委員会様

福原陽子様

支援センターさくら様
藤川弘子様

キンキ寝具様

深野北自治会様

イエローボール様

生駒庄三様

グロリーワーク大東

堀内昭治様
山本様

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

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

令和元年６月１日から令和元年１１月３０日までに賛助会員に賛同して下さった方
は２１名、総額費は５３７万８０００円でした。ありがとうございました。
八上紀子様

福原康弘様 田中太一郎様

亀井輝穎様

小山トシエ様

澤田義美様
田丸忠義様
塩野孝子様

南医院様

中原まさみ様

加護野香代子様

堀内昭治様

三栄商事株式会社様

アイサポート株式会社様
中渡瀬敏子様

日本建産株式会社様

野坂和生様
（順不同）

支援スタッフ募集知的障がい者への理解のある方!!
支 援 員

7：00～ 15：30

正月給／240,118 円～（短大･専門学校卒の場合）

年令４０歳迄

9：00～ 17：45
248,239 円～（4 大卒の場合）

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）

（夜勤手当 6,000 円/4 回・処遇改善手当含む）

要原付免許

（近辺居住の世帯主に限り住宅手当 20,000 円支給）

勤務地：なわて更生園（四條畷市南野 2463）

（試用期間 3 ヶ月）

13：00～

21：45

15：00～翌 10：00
シフト制（夜勤有）

正月給／289,360 円～（正看護師の場合）
269,260 円～（准看護師の場合）

看 護 師
年令 5０歳迄

（職務手当・処遇改善手当含む）

長期勤続によるキャリア形成を図るための若年

（経験考慮します）

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）

9：00～17：45

（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

支 援 員
勤務地：なわて更生園（四條畷市南野 2463）

9：00～17：45

時給／1,060 円～

津の辺 （大東市南津の辺町 1-43）
みなみの工房(四條畷市南野 5-6-11)
6：15～14：00
時給／1,040 円～

調 理 員
勤務地：なわて更生園（四條畷市南野 2463）

9：00～17：45
14：00～19：00

事業所での食事提供にかかる全般

シフト制(時間応相談)
16：00～翌 10：00

世 話 人

一泊／16,703 円

勤務地：(大東市内・四條畷市内に複数ヶ所有り)

利用者の身辺援助、食事提供が主な仕事です。

(仮眠有)

【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】まずはお問い合わせ下さい
社会福祉法人 四条畷福祉会☎072‐876‐3334

【短期入所利用状況】※延べ人数（令和元年
利用者数(なわて更生園)

編集後記

６月１日～令和元年 １１月３０日）

男性： １００名

女性： ７２名

新しい一年がスタートしました！今年も

【日中一時支援】

フレッシュな楽しい情報をお伝えしたい

利用者数(なわて更生園)

男性： ２１名

女性：

０名

と思います！

利用者数(津の辺)

男性： １４名

女性：

３４名

（安藤）

※延べ人数（令和元年 ６月1日～令和元年

１１月3０日）

