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より良いコミュニケーションの為に
＝帝稜ライオンズクラブ＝

＝「育ち合い研究所」＝ 地頭所 孝子

昨年も 11 月 10 日㈪に天王寺都ホテルにて帝
陵ライオンズクラブ主催の食事会を開催してい
ただきました。今年は新たにわたぼうし事業所就
労移行の利用者も加わりより賑やかな食事会と
なりました。参加したメンバーの中にはとても上
品に食事される方や、何回おかわりをしても満腹
が見えない方など、それぞれの個性を発揮してお
られましたが、食事中の全員が大満足のはじける
ような笑顔を見せてくれました。クラブの皆様に
は変わらぬご支
援をいただき心
より感謝してお
ります。心をこめ
て写真入りの感
謝状を贈らせて
頂きました。
（古賀）

＝大阪イブニングロータリークラブ＝
今年度の企画決定

平成 20 年 9 月 27 日（土）
、職員研修会でお
世話になりました。私が療育・教育に携わって、
36 年悩んだ問題の多くが、自分の知識不足から
のものでした。様々なことを学んでいくと考え
させられることばかりで、そこから視野が広が
り、そして根気強く対応できるようになりまし
た。平成 15 年、知ること学ぶことを大切にし
たいと「育ち合い研究所」を立ち上げ、現在、
学校・保育所・療育施設等の教育支援相談を行
っています。ここでの目標はよりよいコミュニ
ケーションを共に学び、身につけることです。
私の伝えていること＝「正しいこと」
「こうしな
くてはいけない」ということではありません。
私の体験の中で、大切にしていることを伝えて
いるつもりです。そのことが、皆様の「自分流
の指導」に何かヒントになれば嬉しいです。そ
して私は、「煩くて厳しいけれども役に立つ話
をする」と言われるよう努力したいです。
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指定障害福祉サービス事業所「たんぽぽわたぼうし」
「東住吉たんぽぽ」
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（平成 21 年 1 月 15 日現在）

「たんぽぽ」
「リサイクルたんぽぽ（授産工場）」居宅支援事業所「ふれあい」
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謹んで新年
んで新年のお
新年のお慶
のお慶びを申
びを申し上げます
昨年４月より新たに生活介護のサービス指定を受け、多機能型の
障害福祉サービス事業所として出発しました。以前より継続中の音
楽療法や絵画教室をはじめとして、今年度より体力づくりの一環と
してヨガ教室がスタートしました。
また、よりよいコミュニケー
ションをともに学び身につ
けることを目標に職員
研修を始めてい
ます。

2009

成人おめでとう

ボーリングやサッカー観戦
を招待してくださっている大
阪イブニングロータリークラ
ブより、野球観戦の招待を受
けました。
詳細は後日お知らせいたします。お楽しみに!!

物品販売のお礼

＜寄付寄贈ありがとうございました＞
東住吉区民生委員 児童委員会
〈
編集後記〉

皆さ ん、明けま して

お め でと う ご ざ いま

す。今年も福祉ネ ット

大 和 川だ よ りを よ ろ

しくお願 い致 します。

年が明け て、本格的

な 冬 を 迎 え よう と し

ております。今年もイ

ン フ ル エンザ が 流 行

の兆 しを 見 せ て いま

す。基本的な対策 です

が、手洗 い ・うが いを

徹底 し、予防 を しま し

ょう。 （
Ｋ）

今年度も運営資金作りのために取り組
んでおりますカレンダー、佃煮昆布、山だ
し昆布、食品の販売に多くの方々にご協力
頂きましてありがとうございました。収益
金は福祉ネット大和川の施設を充実させ
る為に大切に活用して参ります。来年度も
皆様のご協力よろしくお願い致します。紙
面をお借りしまして
厚く御礼申し上げます。
収益部会 松浦 友子

『利用者
利用者さんの
利用者さんの思
さんの思いや願
いや願い
実現するための
するための支援
支援とは
とは』
を実現
するための
支援
とは
を探りながら今年も進めてまいり
ます。今後とも地域、会員の皆様とのネットワーク
の輪（和)を広げていく努力を重ねてまいります。本
年も宜しくお願い申し上げます。

学習会ご案内
日時：1 月 29 日(木)10 時
場所：南百済会館
講師：地頭所孝子さん
主催：保護者会
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たんぽぽ就労継続

わたぼうし就労移

Ｂ
昨年 4 月より自立支援法の新体系の就労継続
B 型に移
行、事業所名も「阿倍野たんぽぽ」から「たんぽぽ」
に改まり、利用者さんも新」たな顔ぶれが加わっての
スタート。日々の活動としては釘やボタンの梱包作業
に加えてビーズや紙すきの自主製品作りが加わりま
した。その他の活動として健康の取組みや地域清掃、
ふれあい喫茶への参加など地域との交流を深めてい
ます。利用者さんの社会生活能力の向上の一つとして
簡単な算数国語といった学習。身支度や洗濯調理とい
った生活訓練の時間も新たに設けて取り組んでいる
ところです。来年も引き続き利用者さんが色んな事に
チャ
レンジしていけるような支援を行っていきます。

行
平成 19 年 4 月から就労移行としてサービスを展開し
始めて今年の 3 月で 2 年を迎えます。パソコン教室で
は自らの名刺や予定表を作成したりマナー講座ではよ
り実践に近いものになるようにと言葉遣いや時計、金
銭を中心に取り組んできました。この間、実際に就職
活動を本格的に始めた仲間、エルチャレンジに挑戦し
た仲間、施設外就労の実現を果たした仲間などもおり、
事業所外で働くことを就労移行の利用者全員が少しず
つ身近に感じつつあります。
そして、昨年 12 月には関電エルハートへの職場見学
を実施しました。実際に同じ障害をもった方たちが働
くことを楽しみ、生き生きと生活をされている姿、自
分が携わる仕事内容（花の栽培や、箱の梱包など）を
誇らしげに話される姿に見学に行ったみんなは真剣な
まなざしで聞くことができ、それぞれが様々な思いを
抱いたようです。そして私たち職員も“はたらくこと”
そのために必要な準備性を高めること、芽が出るため
には土壌を豊かに耕し育む必要があることを改めて考
えさせられるとても良い機会になりました。今年はこ
れまでの活動を豊かにしていくと共に、一人ひとりの
個性に応じた支援を行っていきたいと思います。

わたぼうし生活訓練
日常生活における関連動作の習得として、掃除に使う
雑巾などを洗って干すという工程がきちんとできる様
に、取り組んでいます。昨年は外部の社会資源の活用が
できませんでしたが、今年は地域のふれあい喫茶に参加
する予定です。音楽療法・絵画教室などの利用に加え、
体力作り講座として、月 2 回講師を招いて実施する予定
です。利用者の皆さんの心身のリフレッシュ、健康維持
が図れるようにがんばっていきたいと考えております。
丸山

小野

年男・年女

東住吉たんぽぽ
東住吉たんぽぽ生活介護
平成 20 年 4 月より、東住吉たんぽぽは生活介護事業所
としてスタートを切りました。所内のメンバーは少し
変わりましたが、これまで通りに公園掃除や地域掃
除・健康の取り組みなどの活動を鷹合地域の中で楽し
く取り組んでいます。これに付随する形で、他の事業
所におけるプログラム（音楽療法や茶道教室）も利用
しながら、個々の仲間の活動ペースに合わせた活動支
援を行っています。今後も地域の中での活動を通して
色々なことを学びつつ、楽しい日中活動の場として、
「東住吉たんぽぽ」をみんなで盛り上げていきたいと
思います。 北村

小林夕貴
福祉ネッ ト大和 川が 誕
生した時 は５１ 才だ っ
た私も今 年は還 暦を 迎
えます。赤いちゃんちゃ
んこを着 てあと １０ 年
頑張ろうかな・・・。冬
生まれの牛なのに．
．
．
久田幾代

今年の抱負
『夏生まれの牛は一生働き詰めで、
冬生まれの牛は寝て暮らせる』と言
われるそうですが、私は 6 月生まれ
ですので、何となく当たっているよ
うな…。 座右の銘は“人生楽し
く！”ですので、とにかく丑年らし
くのんびりマイペースで日々過ごし
ていければというのが今年の目標で
す。本年もどうぞよろしくお願い致
します。
大丸由美子

森幸治

わたぼうし 就労継続
Ｂ
新年あけましておめでとうございます。昨年は仲間、職
員ともに一新、新体制の中色々な内職の仕事を覚えた
り、事業所内で外注清掃の講習会に取り組む等、仲間に
とって学びの一年だったように思います。今年も、より
多くのことにチャレンジし、好奇心旺盛な仲間にとって
実り多き一年になればと考えています。皆さまにとっ
て、幸せな一年になりますように！
吉澤

リサイクルたんぽ
リサイクルたんぽ
2008 年は北京オリンピックが開催されたり、アメリカ
の金融危機が起こったりと経済に影響を与える出来事
がテレビや紙面でよく取り上げられていました。それに
合わせて古紙やアルミ缶の価格も上がったり下がった
りと、正直他人事だと思っていた事がすごく影響があり
驚きました。最近は納品のお金が少ない事もよくありま
すが、皆で力を合わせて頑張っていきたいと思っていま
すので、2009 年も宜しくお願いいたします。
宮崎

