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第１３回地域ふれあい夏まつりを開催しました！           

去る７月２８日（日）、第１３回目となる“地域ふれあい夏まつり”を京都市洛南身体障害者福祉会館・

京都市洛南障害者授産所・京都市中部障害者地域生活支援センターらくなん・洛陽児童館・南老人福祉セ

ンターなど、近隣福祉施設が合同で行いました。 

当日は西から雨雲が近付いてくるあいにくの空模様。職員一同いつ雨が降るのかとドキドキしながら、

準備の手を休めるごとにインターネットの降雨レーダーの画面を確認。幸い雨が降らない中で開会の時間

を迎えました。 

今年は新たな試みとして、法人の地域振興助成金を活用し

た“地元のお店屋さんコーナー”を設けました。これは唐橋・

吉祥院地域で営業されている店舗に対して、地域振興を目的

にまつりへの出店・販売のご協力をお願いした企画です。ま

た試食コーナーも設けることで、ご来場いただいた方に“地

域にこんなお店があるんだ”と新たな発見をしていただけれ

ばと考えました。 

この新たな取り組みに対して、地元の洋食店、パン屋、食

事処、珈琲店、京漬物店、駄菓子屋、肉屋、雑貨店など多数

の店舗から出店・販売のご協力をいただくことができました。 

また、この企画に併せて地域のお店屋さんを紹介した“ふ

れあいマップ”を作成し、京都市洛南障害者授産所がデザイン・印刷を担当しました。 

ふれあいマップには、協賛店舗の場所や営業時間等の情報に加え一部店舗では割引クーポンも付け、７

月２６日（金）の京都新聞・朝日新聞の朝刊折込み広告として近隣地域５０５０世帯に配布いたしました。 

こうした効果もあってか、当日は昨年を上回る約２５００人もの方々にご来場いただき、地元のお店屋

さんコーナーはもちろん、当会館にて販売したかき氷や飲み物、串カツなどのコーナーや、出店にご協力

いただいた法人各施設のコーナーも次々と完売しました。 

出店の他にも、射的、タコせんべい、砂山崩しを楽しんでいただく“こどものあそびばコーナー”、京都

市中部障害者地域生活支援センターらくなんからは“福祉相談コーナー”を設けたりと、これまでになく

バラエティーに富んだブース構成となりました。 

ステージも昨年までとは構成を変え、演目最後のジャグリングの後に富くじ抽選会を行うことで、最後

まで人が途切れることがなく、大いに賑わいました。 

まつりが盛り上がりをみせる１７時半頃、心配されていた雨が降り出しましたが、それでも途絶えるこ

とのない客足に、多くの方にこのまつりを楽しんでいただいていることを実感じました。 

今回の企画は、地域の方々のご協力がなければ成しえなかったと思います。今後も地域社会の一員とし

て、また地域と人とを結びつける役割を微力ながらでも担えれば喜ばしく思います。 

今回の夏まつりに際して、あらためまして多くの方々のご協力とご支援を賜りましたことを厚く御礼申

し上げます。本当にありがとうございました。         京都市洛南身体障害者福祉会館/久野 靖 
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アールブリュットは今パート 1 ふしみから８プラスαのアートの風    

京都市ふしみ学園アトリエやっほ

ぅ!!では、「アールブリュットは今パ

ート１ ふしみから８プラスαのア

ートの風」を京都府綾部市にあるギ

ャラリーきりん舎にて開催させてい

ただき、好評の内に終了いたしまし

た。今回のギャラリー展について、

地元の(株)あやべ市民新聞に記事が

掲載されました。 

新聞に記事が掲載されたこともあり、地域

の方々に多数ご来館いただき、熱心に作品を

見入っていただきました。幅広い年齢層の方

が来館された中で、色とりどりの作品ととも

に少しでもアトリエやっほぅ!!の取り組みや

アールブリュットについて、興味を持ってい

ただける機会になったかと思います。 

また、併せて新作のＴシャツや陶器等のグ

ッズを展示、販売いたしました。これらの商

品についてもじっくりと手に取りながら、多

数ご購入して頂きました。今年度もギャラリ

ー展を数回予定しております。これらの企画

についても検討を重ねながら、少しでもアト

リエやっほぅ!!を知っていただく機会となる

ように情報発信をしていきたいと思います。    

京都市ふしみ学園/松井 崇 

Facebook ページ開設から１か月が経ちました            

 京都市ふしみ学園「アトリエやっほぅ!!」では、前回の法人ニュースにて Facebook ページの開設につい

てお伝えさせて頂きました。今回はこの１ヶ月での取り組み及び閲覧方法についてご紹介させて頂きます。 

＊まず、Facebook ページへの閲覧方法です。次の３つの方法からページの閲覧が可能です。 

① https://www.facebook.com/atelieryoohoo を入力する。 

② Facebook のアカウントをお持ちの方は、ご自身や企業等の Facebook ページ『友達、スポット等を検索』

から「やっほぅ」と入力。※『やっほぅ』の「う」は必ず小文字で入力してください。 

 

 

③「アトリエやっほぅ!!」のホームページから、Facebook ページのバナーをクリックする。（近日中） 

そうすると、下記のファンページが閲覧できますので、Facebook アカウントをお持ちの方は、「いいね」

をクリックしてくださるよう、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

やっほぅ 

「いいね」のクリックにご協力お願いします。 
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※「いいね」をクリックしていただくことで、ご自身の友達へアトリエやっほぅ!!の情報が紹介され、さ

らに友達を介して人から人へと情報が繋がっていくことが可能になります。 

 なお、Facebook アカウントをお持ちでない方でも、①または③の方法でアトリエやっほぅ!!の Facebook

ページをご覧いただけますので、取り組みやイベント情報等をチェックしていただければと思います。 

 アトリエやっほぅ!!の Facebook ページでは、利用者さんの作品紹介や、アートを活かした商品紹介、ギ

ャラリー展や出店販売がある際には、イベント情報も発信しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品紹介（週１回程度）   商品紹介（週１回程度）   イベント情報（イベント時） 

 

 

 Facebook ページが産声を上げてまた一か月ですが、少しずつ皆様のご協力でお知り合いの方を紹介して

頂いたり、障がい者アートに興味を持っていただいている方が、知人を介して見てくださったり、Facebook

ページへの登録をして下さるファンの方が増えている状況です。 

 今後は、３つの情報発信をしっかりと行いながら、新たに当日のイベントの様子なども発信していきた

いと思っております。また商品紹介とアトリエやっほぅ!!のオンラインショップを連動しながら、アート

グッズにも興味を持っていただくことで、販売促進に繋がればと思っております。更新の頻度を増やす中

で、人から人へと紹介していただくことで、アトリエやっほぅ!!の活動だけでなく、障がい者アートやア

ールブリュットについても、一人でも多くの方に知っていただく機会になることを目指していきたいと思

っています。                             京都市ふしみ学園/松井 崇 

 

 

「京都学へのいざない講座」開催！                

京都市山科身体障害者福祉会館では、法人の地域振興事業助成金を活用し、利用者の皆さんと地域の方々

が一緒に「京都」を楽しんでいただけるイベントとして、「京都学へのいざない講座 ①京ことば講習会（７

／２９）、②京都検定の楽しみ方（７／３１）」を連続開催いたしました。①京ことば講習会は、昨年度に

実施したところ大変ご好評いただいため、２回目の開催となりましたが、今回も地域の方１２名を含む３

３名の参加がありました。②京都検定の楽しみ方は、地域の方１７名を含む３１名の方にご参加いただき、

両講座とも京都の魅力や不思議について楽しく学ばせていただきました。今後もこうしたイベントを通し

てもっと地域の方々に施設を知っていただき、楽しく交流が図れるよう様々な企画を開催していきたいと

思います。                       

 京都市山科身体障害者福祉会館/野澤 和仁 
 

    「京ことば講習会」          「京都検定の楽しみ方」       
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生活サポートセンター『らいと』 

所長代理  北川 貴啓 

 

法人の基本理念は「障がいのある人とその家族が地域のなかで尊厳を保ちながら普通の暮らしができる

ように支援する」となっています。しかし、これについて、どういうことかを自分自身の言葉で説明する

となると難しく、「尊厳を保つ」や「普通の暮らし」といったことについて語るだけの経験や想いの蓄積・

勉強がまだまだ不十分なのだと思います。 

しかし、以前受講した研修の資料にあった、“私たちの権利（全国自立生活センター協議会 作成）”に

書かれていることが、「尊厳を保つ」や「普通の暮らし」について語るうえで押さえておくべき重要なこと

だと捉え、利用者の尊厳や権利擁護にかかわる機会があるたびに見て考えるようにしています。 

 

私たちの権利 

ここでいう「権利」とは、社会一般でいう法律的な権利ではありません。もっと人間として基本的

なこと、当然なこと、にもかかわらず、障がい者にとっては大切にされてこなかったことがらです。

①自分のやりたいことをはっきり言って、それを優先する権利  

②自分のやりたいことを人を使ってやり、それを自分でしたことにする権利 

③能力のある平等な人間として尊重される権利 

④危険をおかす権利 

⑤まちがえる権利 

⑥自分だけの考えをもつ権利 

⑦思うとおり「はい」「いいえ」をいう権利 

⑧気持ちをかえる権利 

⑨「わかりません」「できません」という権利 

⑩楽をする権利 からだを気持ちよくする権利 

私たちの権利は、もっともっといっぱいあります。自分にとって大事な権利、必要な権利を、考え

てみましょう。 

全国自立生活センター協議会 作成

 

一つひとつを読んでいると、大切なことばかりで、常に意識

した支援や関わりが必要だと思います。 

こうやって具体的に書かれた物を眼にするまでは、十分に意

識できていませんでしたし、現在も反省すべきことがたびたび

あります。利用者と支援者という関係は、意識をしていないと

支援者側が強い立場になってしまいやすいからだと思います。 

④と⑤については、実際の支援場面では、迷ったり、悩んだ

りすることが多い項目です。「自分のことを自分で決め、結果に

対して満足したり後悔したりする」「何かに挑戦したり、挑戦す

るのをあきらめて別の選択をしたりする」など、自分自身に置

きかえると、後悔しても自分の生活は自分で決めたいというの

は当然だと思います。しかし、支援の場面となると「リスクの

高さ」「ご本人へ不利益」「家族の意向」「責任の所在」などを考

え、結果的に安全な方に促してしまいがちです。ただ、日々の

業務に流されず、悩んだり、立ち止まったり、反省したりを繰

り返すことが、「尊厳を保つ」や「普通の暮らし」ということに

少しでも近づくことに繋がると思います。 

まだまだ、学び続けること、考え続けることが必要だと思いながら業務に当たっていきたいと考えてい

ます。 

 

 

次回は、京都市山科身体障害者福祉会館 南出 陽 館長代理です。
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■追加された項目 

【健康・栄養管理】「体調を良好な状態に保つために必要な健康面・栄養面の支援」を評価。 

【危険の認識】「危険や異常を認識し、安全な行動を行えない場合の支援」を評価。 

【読み書き】「文章を読むこと、書くことに関する支援」を評価。 

【感覚過敏・感覚鈍麻】「発達障がい等に伴い感覚が過度に敏感になること、鈍くなることの有無」を確認。

【集団への不適応】「集団に適応できないことの有無や頻度」を確認。 

【多飲水・過飲水】「水中毒になる危険が生じるほどの多飲水・過飲水の有無や頻度」を確認。 
 

■その他、評価項目を追加・見直す主な項目 

【衣服の着脱】（衣服の準備等） 【じょくそう】（予防のための介助） 【えん下】（経管栄養等の状況）

【食事】（食事開始前の支援）    【入浴】（洗髪や洗顔、浴槽の出入り）    【排便】（月経時の処理）

【薬の管理】（内服薬以外） 【金銭の管理】（金融機関での手続き） 【視力】（全盲）【聴力】（全ろう）

【昼夜逆転】（睡眠薬等の内服）  【支援の拒否】（介護以外の支援）   【そううつ状態】（そう状態）

【外出して戻れない】（周辺地理を理解していない）【不安定な行動】(支援者等の変化) 

【話がまとまらない】(興奮時の一時的な場合) 

【1人で出たがる】【モノや衣服を壊す】【自らを傷つける行為】【他人を傷つける行為】（周囲や周辺の配慮等）

【収集癖】【不潔行為】【異食行動】【不適切な行為】【突発的な行動】（未然に防ぐ支援） 

【特別な医療「12 項目」】（本人や家族等が行う類似の行為） 
 

■調査項目の統合 

「上衣の着脱」「ズボン・パンツ等の着脱」→「衣服の着脱」 

「洗身」「入浴の準備と片付け」→「入浴」 

「調理」「食事の配膳・下膳」→「調理」 

「意思の伝達」「独自の意思伝達」「指示への反応」「説明の理解」→「コミュニケーション」「説明の理解」

「被害的」「疑い深く拒否的」→「被害的・拒否的」 

「大声を出す」「通常と違う声」→「大声・奇声を出す」 
 

■調査項目の削除 

麻痺（5項目） 拘縮（6項目） じょくそう以外の皮膚疾患  飲水  洗顔  整髪  爪切り 

毎日の日課の理解  生年月日を言う  短期記憶  自分の名前を言う  今の季節を理解 

場所の理解  幻視幻聴  火の不始末  文字の視覚的認識 

（※）「麻痺」および「拘縮」は医師意見書の内容をコンピュータ判定（一次判定）で直接評価。 

 

 

障害支援区分開発に係るモデル事業について               

「障害支援区分」とは、これまで障がい福祉サービス利用にあたり実施されていた「障害程度区分」を

見直し、新しい区分判定支援システムとして平成２６年（２０１３年）４月から実施予定のものです。こ

れまでの「障害程度区分」では、知的・発達・精神障がいのある方の一次判定（コンピュータ判定）結果

に対して、二次判定（審査会）にて引き上げている割合が高かったため。「障害支援区分」では、より障が

いの特性を反映したものに見直されています。具体的には、これまで障がいの程度（重さ）をはかる項目

が主となっていましたが、「障害支援区分」では、個々の障がいの特性に応じて必要とされる標準的な「支

援の度合い」を反映できるよう項目の見直しがされています。聞き取り項目も１０６項目から８０項目に

統合・廃止されています。本モデル事業は、厚生労働省が民間機関に委託して京都市を通じて実施され、

当法人では支援センターらくなん・らくとうにて試行的な認定調査を行います。今後は提出されたデータ

をもとに、本事業の実施に向けて修正が加えられることになります。項目の主な変更点は以下の通りです。 

他にも、すべての調査項目の選択肢を統一したり、評価方法も、出来たり出来なかったりする場合は、

頻度に関係なく状況によって出来ない場合も含めて判断するようになったり、障がいや症状に変化がある

場合も、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断するようになっています。 
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京都市中部障害者地域生活支援センターらくなん/谷本 豪 

 

＜京都いたはし学園 夏の新商品＞ 
 

 夏になり毎日がとても暑く、パン、クッキー類の売上はやはり伸び悩んでいます。 

しかし、この季節だからこそ売れる物を作ろう！という考えで、京都いたはし学園では日々新製品の開発

に取り組んでいます。そしてこの夏イチ押しの商品が完成しました。 

パン工房くーぺの「夏みぱん」 

菓子工房プチ・ポッシェの「ピザラスク」「パイン＆ラムネケーキ」 

喫茶こぱんのパニーニ「夏野菜とチキンのスパイシーカリー」です。 

 どの商品も、少しでも良い物を提供できるよう、少しでもお客様に喜んでいただけるようにと、試作と

試食の繰り返し、味やパッケージについて会議で話し合い、ようやく完成致しました。 

 夏の限定商品となりますので、よろしくお願い致します！       京都いたはし学園/太田 敦之 

 

 

「夏みぱん」１５０円・日向夏白あんの      「ピザラスク」１５０円 ・暑い日 

さわやかな香りをお楽しみ下さい！           のビールのお供にぜひ！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パイン＆ラムネケーキ」２００円      夏野菜とチキンのスパイシーカリー」３００円 

・爽やかな甘さのパインとラムネあんが    ・消化力・肝機能を高めるターメリック増量中!! 

入ったミニケーキのセット 
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＜やましな学園 冷やし焼き芋＞ 
 

暑い夏まっ盛り！こんな時は冷たい物が食べたくなりますよね。 

京都市やましな学園では、６月から販売開始した『冷やし焼き芋』がご好評を頂いております。 

夏場でも、冷やし焼き芋の快適な温度を保つことのできるショーケース（写真 左下）を購入し、M サイ

ズ １５０円／L サイズ ２００円で販売しております。 

京都市やましな学園で販売している焼き芋は冷やすことで糖度が増し、よりいっそう美味しくなります。 

まるでスイートポテトのような甘くてしっとりとしたやわらかい味わいは、小さなお子様からお年寄りま

で大人気です。最近は、地域の方からも電話注文を頂き、指定の場所までお届けに伺うサービスも定着し

てまいりました。ご注文いただいたことに感謝し、いつも最高の笑顔でお届けしています。 

 

また、焼き芋の美味しさを少しでも長く保ち、安心して召し上がっていただけるように『真空包装』で

の販売準備も進めています。『真空包装』にすることで、賞味期限が伸びるなどの利点がある一方、内容表

示や検査も必要になってくるため、現在急ピッチで準備を進めているところです。 

『真空包装』での販売は、地域の方からのニーズも多く、販売を心待ちにして下さっています。 

 

焼き芋販売を通して新しい出会いがどんどん広まってきています。お客さまからの「ありがとう」、「美

味しかったよ」の言葉に日々喜びを感じながら、今日も愛情をいっぱいこめて焼き芋を焼いています。 

 

『冷やし焼き芋』まだ一度も味わっておられない方は、ぜひご賞味ください！ 

きっとご期待に添えるはずです！！ 

                   京都市やましな学園/角 良子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


