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保護者会主催

お茶 席 だより

成年後見制度の学習会に参加して
親としてどこまで我が子のことを知り得ている

初釜も四回目を迎えました。回を重ねるごとに、

か。自分では判断力すら危ぶまれる状態の障害者

お茶席が滞ること無くスムーズに進行していき、茶

に、第三者の責任者についていただかないと、この

道教室でおけいこを重ねている仲間達が、お茶やお

先々、生活できないのかと… 不安が先立ち、制度

菓子のお運びも上手にできました。来賓で来てくだ

が良いか悪いかまだ判断しがたい思いです。物騒な

さった「だんでらいおん」の方々、事業所向かいの

世の中の今、本当に親がこの子を守り抜くことはで

老人ホームの方々、

きるのでしょうか。課題は重大です。親亡き後の全

と沢山の方に来て

てのことの権利・義務を今一度考えたいものです。

いただき、又、保

出来ることなら、この子より 1 日でも長く生きてあ

護者の方もお茶席

げられることを切に願っています。谷口 多喜子

に参列して下さい

会員数
個人正会員
個人賛助会員
団体賛助会員
（平成 19 年

福祉作業センター「東住吉たんぽぽ」「阿倍野たんぽぽ」
「リサイクルたんぽぽ」
指定障害福祉サービス事業所「たんぽぽわたぼうし」居宅支援事業所「ふれあい」

７９口
２２７口
４口

発行責任者/特定非営利活動法人 福祉ネット大和川
〒546-0022 大阪市東住吉区住道矢田 7-9-13

12 月 25 日現在）

E-mail

yamatogawa@blue.ocn.ne.jp

理事長 久田幾代

Tel 06(6769)7545
Fax 06(6769)7546

一 人 ひとりの力 を信 じて
将来構想委員会を 2005 年に立ち上げ、「障害者を中心とした地域福祉整備ビジョンを持った構

ました。皆さんに

青年後見人共済会の団体会員に保護者会

想」を提案。2007 年「たんぽぽわたぼうし」として、多機能の事業所を立ち上げました。支援の

喜んでいただき、仲間と共にお茶を味わい，至福の

として 4 月 1 日より加入する予定です。

進め方も各作業所中心からネットワーク全体へという目標をもって、様々なサービスを個別に見直

時を皆で過ごせたと感じています。

ぜひ、ご活用下さい。

しながら、職員・利用者ともに実習や研修を重ねて、今日に至っています。保護者会もこの 3 年の
間に単位から連合に変わり、みんなで法人の運営を考えていく土台ができました。

寄付・
寄付・寄贈 ありがとうございました

家族会・山田
高野
戸田

泰子・加納

文二・紀平

一

欣也・熊谷 史生・奥 公男・林 和雄
幸彦・福祉ネット大和川

連合保護者

会・奥口工務店・スピラーレクーボ・駒電気店

地域のみなさまのご支援に感謝し、今後一層のお力添えをお願い致します。

今年はいきいきバザーを行わず、新しくなった

福祉会・（社福）政和福祉会・（社福）清心会
（株）サンフェイス・紙再生工房・紙再生工房

将来的には生活の場の保障にも取り組んでいきたいと考えています。会員、家族、

東住吉たんぽぽお披露目会

（敬称略）
（株）シーエスマネジメント・（社福）つむぎ

東住吉たんぽぽのお披露目会を行いました。この
行事の目的は地域住民の方に新しくなった東住吉
たんぽぽを紹介し、

地域の皆様の支えの中で福祉ネット大和

自主製品製作に取

為、日常生活に必要な技術習得の機会や生活訓練等

り組むなかまを見

を提供する。

ていただき、活動

☆就労移行支援事業

川では
「一人ひとりの障害者が自分らしくを
大切に、生き生きと働く力を身につける」と

ことです。
又、当日は福祉ネット大和川全体の自主製品の
販売と紹介、絵画教室での作品の展示等も行いま
した。当日、お越しい

いう理念のもと、
障害を持つ人たちの支援の
あり方を日々研鑽し取り組ませていただい
ております。障害者、家族が安心して生活で
きるよう、
地域の皆様とともに歩んでいきた
いと願っています。
当法人の目的・活動に賛同いただける方は

下が生じている利用者の方たちが、自分らしく生活

めとし知識、能力、技術の向上のための支援を行い

をしていくために必要な集団と活動の場を提供す

ます。また、一般就労を目指し、高い賃金を目標に

ることを目的としています。主な活動の内容は自主

外部実習等を体験してもらいます。

製品（ビーズ製品）製作・清掃活動・内職作業・体

☆就労継続支援事業（
就労継続支援事業（Ｂ型）

力作りです。これに付随する作業所での集団生活・

労に向けた取り組みや生産活動の機会を提供し、少

経験の拡大を図ります。また、利用者の方の自己選

ました保護者の皆様、

しでも高い賃金を目標に作業に取り組みます。

択を促し、個々のペースに合わせた活動支援を行っ

この場を借りて御礼申

ていきます。

し上げます。誠にあり

＜たんぽぽ 定員 15 名＞

編集後 記

ようや く寒 い冬 も

終わり、桜前線が北上

し つ つあ る今 日 こ の

年会費（１口） 10,000 円

就労等を希望する利用者さんに体力づくりを始

様、お手伝いいただき

頃ですが、皆さんは い

団体賛助会員

30,000 円

東住吉たんぽぽでは、体力の低下・身体機能の低

地域社会における活動を通して、活動への楽しみ・

かが お過ご し でし ょ

会費年額

☆生活介護事業

年齢や体力面で一般就労が難しい方を対象に就

うか。

団体正会員

様 々な 事 象 が大 き

年会費（１口） 1,000 円

く変 化す る こ の春 と

個人賛助会員

いう季節。個人が、そ

1,000 円

し て組 織 が良 い意 味

会費月額

で変化 ・
成長 していけ

個人正会員

る。そんな季節 にして

お願いします。

＜東住吉たんぽぽ
東住吉たんぽぽ 定員 8 名＞

ただきました地域の皆

がとうございました。
いきた いですね。 Ｙ

ぜひ会員になって支えてください。
よろしく

４月新規事業申請事業所

☆自立訓練（
自立訓練（生活訓練）
生活訓練）事業
地域生活を営む上での生活能力の維持・向上の

への理解に繋げる

ＮＰＯ会員募集

＜たんぽぽわたぼうし 定員 31 名＞

4 月 1 日より福祉ネット大和川
のホームページを開設します。
ホームページアドレス
http://www.yamatogawa.or.jp/

（旧阿倍野たんぽぽ
旧阿倍野たんぽぽ作業所
たんぽぽ作業所）
作業所）
☆就労継続支援事業（Ｂ
就労継続支援事業（Ｂ型
（Ｂ型）
利用者個々の特性を尊重しながら、年齢や体力面
またはその特性により一般就労が難しい方を対象
に就労に向けた取り組みや生産活動の機会を提供
し、少しでも高い賃金を目標に作業に取り組みま
す。

（２）

福祉ネット大和川

（３）

＝そらまめ作業所
そらまめ作業所さ
作業所さん＝

＝食品館アプロ
食品館アプロ矢田店
アプロ矢田店さん
矢田店さん＝
さん＝

昨年、そらまめの仲間が卓球の全国大会に出場した

私は照ｹ丘のスーパー「食品館アプロ矢田店」本
生の同窓会があり４０数年ぶりに旧姓毛馬（久田
理事長）さんに再会。店舗の近くに作業所がある
と聞き、店巡回の途中に訪問。たくさんの製品を

＝松延工作所さん
松延工作所さん＝
さん＝
東たんにコードのチューブ通しの内職を提供して

なく、販売できる場所も少ないとお聞きし、弊社

いただいております。保護者でもある松延さんは「い

の店頭で定期的に販売ができるよう、
「食品館アプ

つもコードの内職をやって貰い、うちの工場も助か
っています」と笑顔で答えていただきました。また、

ロ矢田店」真田店長と交渉しました。店長も地域
のボランティアになるなら是非協力をしたいと、

「コードの受注数にはムラがあり、作業量が多くな

月２回木曜の午前中店頭を提供して作品の販売協

ったり、少なくなったりすることもあります。でも、

力を申し出ました。

コードの内職は皆が楽しみながらできる作業なの

第 1 回は３月６日午前中実施。天候にも恵まれ

い」ともおっしゃっていました。い

だかりで、作業

つもなかまのことを暖かく見守って

所の方達も笑顔

下さり、本当に感謝致しております。

で販売されてい

この場を借りてお礼申し上げます。

します。

元気良く接客する利用者さん

いています。今回またそらま

リ！』など利用者ができることを自分からやろうと

めのパン“パン工房エピ”を

する意欲が見られ毎日の納品も楽しみに日々頑張っ

販売していただけるとの事で

ています。なかなかきれいには出来ませんが、毎日

お互いの施設間交流を深め、

仕事を下さって感謝しております。

事業が発展し、利用者の工賃

＝(有)森田商店さん
森田商店さん＝
さん＝
リサイクルたんぽぽさんとの付き合いは出来た当
初からの付き合いです。(有)森田商店は資源のリサイ

＝㈱リベレンスさん
リベレンスさん＝
さん＝

も活躍をお祈り

したが、今では『僕、ホッチキスやる！』
『私はハカ

今後とも何卒よろしくお願い致します。

で、今後も頑張って取り組んで欲し

当日はすごい人

ました。今後と

協力いただいたり、仲間の仕事がないといえばこちら
から紹介するという気軽な付き合いをさせていただ

見させてもらいました。作っても販売ルートが少

さな だ

際、参加費用捻出の為のＴシャツ販売にも積極的にご

受 注 先 企 業 紹 介 ②

社の島田と申します。先日大阪府立阪南高校６期

新年も始まり『今年も仕事頑張るぞ～！』と意気
揚々の利用者の方々のために、これは何か探さない

＝河南製鋲株式会社さん
河南製鋲株式会社さん＝
さん＝
阿倍野たんぽぽ作業所様には、釘の袋詰めや箱詰

前に澤田君がリサイクルたんぽぽからの出向でアル

めの作業をお願いしています。もうお付き合いは長

ミ缶のプレス作業をする様になりました。今現在も

く、当社にとっては忙しい時期にはなくてはならな

続いています。

い業者さんのひとつです。以前、袋に入った釘の本

本当に頑張り屋さんで施設の利用者を見る目も変

数が違うなどクレームが出たことがありますが、そ

わり、数年前からグループ会社の(有)クリーンナビで

のときは迅速に対応していただき、その後も安心し

も５～６名の方を採用しています。又、仲間の人達

て作業をお願いしています。

して楽しく作業しているのを見ます。これからも、

ころ『たくさんはないのですが…』とネジの作業をい

を願っています。

クルの会社でアルミ缶の買取をしています。9 年位

がアルミ缶を持ってきた時は元気にアルミ缶を下ろ

と！とチラシの内職募集に電話させていただいたと

が増えることにつながること

作業所の皆様には細かい作業で大変かもしれませ
んが、これからもよろしくお願いします。

しっかりアルミ缶を集めて怪我の無い様に頑張って

ただきました。慣れるまではいろいろと失敗がありま

作業を続けて下さい。

春を運んできた「いよかん」

お 仕 事 く だ さ い

今年もロック商事の理
事の田中さんを通じて上
新しくなった東住吉
しくなった東住吉たんぽぽの
東住吉たんぽぽの高野恭史
たんぽぽの高野恭史さん
高野恭史さん、
さん、たんぽぽ

田様よりいよかんを 8 箱

わたぼうしの浅川
わたぼうしの浅川さん
浅川さん、
さん、甲さんからなかまの声
さんからなかまの声が届きま

も頂きました。季節を分

した。
した。

ける節分が過ぎ立春を迎
えると同時にいよかんの
すがすがしい香りが各作業所にあふれ、利用者のみなさ
浅川 博光

んの歓声があがりました。お土産でお家にも持って帰っ
ていただき各ご家庭でも話しに花
が咲いたと思います。上田様本当
に有難うございました。
紙面を通して皆さんの代表で御礼
申し上げます。

障害を持つことで職域が狭まる理由の一つに量産性があげられます。
例えば内職を個人に委託する量を障害者個々に課するのは、確かに難しいかもしれ
ません。しかし、彼らはひとつの物づくりを行程分けすることで協力して仕上げる
ことは可能と当法人では考え、実践してきています。
もちろん対価は人数割りになる分低くなってしまうでしょうが、出来上がった製
品が同じで納期を守ることができるならば発注側からみて一取引先として何ら問題
はないと思っています。
働くことの喜びをもっと知ってもらいたい、もっと彼らの給料を保証していきた
いという意味を込めての「お仕事ください」です。こんな仕事どう？やってみない？
のお声掛け・お問い合わせ、利用者・スタッフ一同心よりお待ちしております。

