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新 人 紹 介
河地知子 です

早 く み んな の顔 と 名前

を覚え た いです

宮崎貴文です
宮崎貴文

運営資金作りのため取り組んできたカレン
ダー、昆布等の販売も無事終了し、本年度も
多くの方にお買い上げいただき、たくさんの
収益を上げることができました。紙面をお借
りして厚く御礼申し上げます。
これからも施設充実のための努力を続けて

会員数
個人正会員
９３口
個人賛助会員 ２３０口
団体正会員
１口
団体賛助会員
２口
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いく所存ですので、あたたかいご支援をいた

一生懸命がんばります

ＮＰＯ法人福祉ネット大和川は４ヶ所の知的障害者作業所と
レスパイト施設・居宅支援事業を運営するネットワークです。

だきますようよろしくお願い致します。
収益事業部会

独立行政法人福祉医療機構
助成金事業たんぽぽわたぼうし
助成金事業たんぽぽわたぼうし
助成金事業の一環としてスタートした講座の
中からマナー講座の講師の福井さんよりメッセ
ージをいただきました。

地域の会館で開催していた初釜も今年で３
回目を迎えました。今年は矢田の事業所での
開催ということもあって、法人内部だけでな
く、多方面に声をかけさせていただきました。

マナー講座
マナー講座

当日は、紙再生工房、
だんでらいおん、お向
かいのグループホーム
いこいの守の方たちが
体力づくり
体力づくり講座
づくり講座

｢ 福祉ネッ ト 大和川｣ が生ま れ変わり ま す

こられ、初釜を楽しん

小豆島に
小豆島にて

でいただきました。いこいの守には、こちら

自立支援法施行に伴い、長年の課題であった「公的制度に基づく施設運営」を実現させるべく、移行

社会生活を円滑にする為にも身につけておき

に足を運んでいただけなかった利用者さん、

に向けて準備中です。大阪府との事前協議も終え、2 月の本申請に向けて書類整備をしているところです。

たいマナー。「挨拶」「敬語」「お茶の出し方と飲

職員さんにも、お茶をお持ちしました。とて

新しい事業をたちあげるにあたっては就労
就労を
就労を課題とする
課題とする利用者
とする利用者に
利用者に対する支援
する支援をより充実させていくこ
支援

み方」を主に学習しました。

も喜んでいただき、今後ともお互いの行事で

受講生は真剣に取り組んでくれたと思います。

ぜひ交流を深めさせて

「ローマは一日にして成らず」と言いますが、毎

欲しいとの要望があり

日は小さな一歩であっても、諦めずに続けていく

ました。ひとつひとつ

事によって道は開けていくと思います。 次回か

の取り組みを通して地

らも、より理解し易く説明できるよう、努力した

域とのつながりを広げ

いと思います。そして受講生にひとつでも実践し

ていきたいと考えています。お茶の先生、ボ

てもらうことが出来れば嬉しく思います。

ランティアさんありがとうございました。

とと、重度障害者
重度障害者の
2 本の柱を明確にしました。新し
重度障害者の働く場の保障という課題を充実させていくという
保障
い事業を軌道にのせ、将来的には生活の場も運営できるようにしていきたいと考えています。事業の選
択については、利用者の実態、要求を何より大切にし、法人の経営面の視点も加味しながら多機能型と
する予定です。

平成１９
平成１９年
１９年４月の事業体系

☆ 自立訓練（
自立訓練（生活訓練）
生活訓練）事業
個別支援計画の目標を定め、通所による訓
練を中心に個別の支援を進めます。

― ぎょうじ ―
３月１３日 第６回たんぽぽいきいきバザー

寄付・寄 贈

☆ 就労継続支援事業（Ｂ
就労継続支援事業（Ｂ型
（Ｂ型）
年齢や体力面で一般就労が難しい人たちを
対象に就労に向けた取り組みや生産活動の機

（敬称 略）
編集後 記

寄 せ 植 え の梅 の

花 が も う ほ ころ

び始めま した

心痛 む事 件が 相

次 いでいます。障

害 を 持 って い て

も 心 豊 か に生 き

ていける、本当 の

意 味 でや さ し い

世 の中 の実 現 を

願 います。

ありがと うございました
田中成彦・中野由梨・福井須美恵・東田辺民生委員会
東住吉区民生児童委員会・東住吉区役所民生課
阿倍野たんぽぽ作業所保護者会

☆
就労移行支援事
☆就労移動支援事業
就労移動支援事業
☆
就労移動支援事業
就労等を希望する利用者さんに体力づくり

会を提供し少しでも高い賃金を目標に作業に
取り組みます。

を始めとし知識．能力．技術の向上のための
支援を行います。又、一般就労を目指し、高
い賃金を目標に外部実習等も体験してもらい
ます。

☆ 無認可作業所
大阪市福祉作業センター補助金に基づく無
認可作業所を運営します

（２）

福祉ネット大和川

（３）

初めての法人全体旅行
めての法人全体旅行 ＝集合から
集合から解散
から解散まで
解散まで＝
まで＝
無認可作業所から
無認可作業所から自立支援制度
から自立支援制度にもとづく
自立支援制度にもとづく施設
にもとづく施設への
施設への移
への移行を目指す
目指す中、各単位の
各単位の殻を打ち破り、みんなで一
みんなで一つ
を実感するためにはじめての
実感するためにはじめての法人全体旅行
するためにはじめての法人全体旅行を
法人全体旅行を取り組みました。
みました。なにぶん初
なにぶん初めてのことで反省点
めてのことで反省点も
反省点も多くありまし
た。そのことは今後
そのことは今後に
今後に生かすとして、
かすとして、利用者の
利用者の１泊２日まるごとお見
まるごとお見せします。
せします。

♢思い出の１ページに
ページに♢
瀬戸内の穏やかな海、寒霞渓の雄大
な渓谷美とそそり立つ岩の絶壁、そし

♤スタッフへの
スタッフへの感謝
への感謝を
感謝を込めて♤
めて♤

て映画で見た懐かしい二十四の瞳の映
画村へ出かけた「仲間慰安旅行」に娘
と共に初めて参加させていただきました。レインボーの仲間たち、スタ

なかまのこえ

これまでも、障害のある人や、高齢の人との旅行
は何度か経験しているのですが、５０人ものメンバ

ッフの方に囲まれて娘も本当に楽しそうでした。ありがとうございまし

ーとの旅行は初めてなので、行く前からどうなるの

た。親子共々、思い出の新しい１ページを加えることができました。来

かなと期待しながらの参加でした。

年もぜひ参加させていただこうかと思っております。よろしくお願い致
します。

保護者

千田 さん

フェリーのなかでは、みんな楽しそうにしていた
のがとても印象的でした。降りるときに、少し時間
がかかりましたが、スタッフの努力で大きな混乱も
おこりませんでした。
ホテルではメンバー・スタッフとお母さん方と分
かれて食事でしたが、心配なのか食事が終わってか
らメンバーと合流になってしまいました。カラオケ
タイムでは、時間いっぱいに楽しんで、盛り上がっ
ていましたね。

♣ハプニングもありましたが
ハプニングもありましたが…
もありましたが…♣

お土産のところでは、参加していない世話人さん

小豆島へ初めての全体旅行に参加しました。いろいろとハプニングも
ありましたが、仲間達の楽しそうな姿、その都度大変そうな職員の姿を
見させていただきました。また、理事さんや他の保護者の方達とも親睦
を深める事が出来ました。

保護者

中山 由香里さん

仲間旅行に同行して、本当に大変さが切々とわかりました。障害ゆえ
におこる事、成長過程においての体験不足によってのジレンマ…

本当

に親としていろいろな障害者と向き合うには、年齢を重ね過ぎた今でも
すべての親、大人になられた方々に見たくない物に蓋をするのではなく、
今一度貴方の目で一人一人の戦っている今を見てあげてください。とて
ださい。ありがとうございました。

さにも出会えました。
二十四の瞳の映画村で写真を撮りましたが、一人
なかなか列に入らないメンバーがいて、写らなくて
いいのかなと思っていたのですが、帰ってから写真

♡是非次回はあなたも
是非次回はあなたも♡
はあなたも♡

も素直で素晴らしい若者たちの姿を…

や親しい人へのお土産を買うなどメンバーの優し

是非次回は、貴方も参加してく
保護者

谷口 多喜子さん

を見るときちんと入っていたので、彼のしたたかさ
に思わず微笑んでしまいました。
福祉ネット大和川では、初めての事でもあり、ス
タッフの取り越し苦労も含め、準備など大変だった
と思いますが、写真の中のみんなが本当に楽しそう
で、行ってよかったなと思います。次も是非参加し
たいと思います。スタッフへの感謝を込めて。
理事

林 和雄さん

