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第１回 職員納得度アンケート調査を行いました。
法人では、今年度から主任職員を主体にした職務基準表策定ワーキンググループを設置して検討を進めていま
すが、作業に当たっては、昨年度から職員研修を担当して頂いている(株)アイライフの代表取締役・松岡隆政氏
に取り纏めを委託しています。今回、その一環として７月に実施したアンケート調査結果が報告されましたので
お知らせします。
アンケートは、全 30 項目を 5 段階評価で採点し、いずれも高得点ほど納得度が高くなります。
調査は、正職員全員と週 20 時間勤務以上の非常勤職員を対象に行いました。
その結果は下表のとおりですが、優良領域の 70 点を超える項目は８項目あり、特に「法人・施設に対する思
い」
「施設の実態把握・理解」の 2 分野が高得点でした。項目別では、⑥利用者指向、④仕事への愛着、⑤職員
への配慮、②施設への信頼、⑦堅実経営、⑰自己成長が高得点で、施設や仕事に対して概ね満足と読み取れます。
逆に、⑲職場の活気、⑨給与満足、⑯ストレスが比較的低得点で課題と読み取れます。

1ｐ

ｐ

来る 10 月 12 日（土）
開催しますよ。
今年で１３回を迎え、京都市立伏見中学校吹奏学部の演奏を始め、オールディーズバンド、二胡、和太鼓な
どのステージや、模擬店・ゲーム・東北支援コーナー・体験コーナー・作品展示など盛りだくさんの内容とな
っております。前売りチケットは、５０円１１枚綴り（当日は１０枚綴り）抽選券付で５００円です。
皆様のご来場をお待ちしております。
ふれあいまつり実行委員会事務局 京都市ふしみ学園 小倉智憲
（※詳細は最終ページを参照下さい）

『京都駅で開催された福祉フェスタに 参加しました。』
伏見障害者授産所では、8 月 27 日（火）～8
月 31 日（土）に京都駅で開催された、
『ハート
プラザ KYOTO 福祉フェスタ』に初めて出店させ
ていただきました。朝から天気も良く、暑すぎる
ぐらいの気候でしたが、職員 1 名、利用者 1 名で参加しました。
午前中こそ人通りが少なかったですが、午後からは夏休み期間中
ということもあり、子ども連れの方や観光客の方など様々なお客様
に見ていただくことができました。来ていただいたお客様の中には、
他府県や外国からの観光客が多く、
「和柄は京都らしい。
」などの声
を多くかけていただきました。店頭で実際につけて、鏡を見ながら選ばれたり、まとめてお土産として購
入される方が多くおられました。今回の売れ筋は和っぴんで、全体的にも目標を上回る個数を購入してい
ただくことができました。
夕方には、授産所での仕事を終えられた利用者の方も多く駆けつけて下さいました。自主制作作業に携
わっている方は実際にお客様が購入されるのを見て、「嬉しい。」とおっしゃっていました。改めて利用者
の方のやりがいを確認できる出店となりました。
まだまだ出店経験も少なく反省点も多いですが、今後も利用者の方のやりがいに繋げられるよう、活動
していきたいと思います。
京都市伏見障害者授産所 西村千絵

「やっほう!!ギャラリー

てんてんの展

その３」

ふしみ学園アトリエやっほぅ!!では、
「やっほう!!ギャラリー
てんてんの展 その３」を大阪府高槻市にあるギャラリー
TenTen にて開催させていただき、好評の内に終了いたしまし
た。今回で３回目となるギャラリー展ですが、新作・旧作を含
めた中から選定した絵画と、陶芸作品ではビックベンを中心に家と車を配置したジオラマ展示をしました。
毎年お越しいただいているご近所の方を中心に、先月行った淀川キリスト教病院を観られたのがご縁で
お越しいただく等、多数の方にご来場いただきました。
併せて、クリアファイル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多数ご
購入していただくとともに、新たな商品のご提案をいただいたりしました。
（→2 ページ目に続く）
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また、同時期に「Atelier YooHooooooo!!＠京都府アール
ブリュッ都ギャラリー」をぶらり嵐山にて開催いたしました。
こちらは、社会福祉法人松花苑 みずのき美術館との共同企画
で、
『京都府のアールブリュッ都事業』の一環として１ヶ月間展
示を行いました。
作品の選定～展示方法について打ち合わせをしながら開催準
備を行い、普段のアトリエやっほぅ!!とは違う形での展示とな
り、また印象の違う表現の場になったのではないかと思います。
こちらの企画については、９月５日付の読売新聞に記事が掲
載されました。記事に掲載されたことや「ぶらり嵐山」での開
催ということもあり、観光客など普段とは違う方にもやっほ
ぅ!!のアート作品をご覧頂く機会となりました。
両方の企画ともに、お客様から様々なお声を聞くとともに、
少しずつですが Facebook 等を通じて、新たなやっほぅ!!のフ
ァンを増やしていく機会となってきたかなと思います。
今年度のアトリエやっほぅ!!は、作品の貸出し等はございま
すが、ギャラリー展については２月の『同時代ギャラリー』を
残すのみとなり、２月に向けて短い期間ですが、新たな作品や
商品を発信できるように頑張っていきたいと思います。
京都市ふしみ学園 松井崇

ホットドックを作りました！
京都市山科障害者デイサービスセンターでは「茶話会プログラム」というお
楽しみのプログラムがあります。このプログラムでは、少人数のグループでゲ
ームをしたり、季節の壁紙作りやおやつ作りを楽しんでいます。
今回は、ホットドック作りに挑戦しました。事前にどんな食材を使うか話し
合い、作り方の行程表を作成しました。
いざ、本番。パンやウインナーを切ったり、キャベツを炒めたり、利用者さ
んと一緒に作っていきます。とても慎重に手を動かされる方もいれば、豪快な
手さばきを見せてくれる方もいました。最後にケチャップを盛り付ける場面で
は、容器を思いっきり握ってしまい、ケチャップが大盛りになるというハプニ
ングもありましたが、皆さん楽しんで作っておられるようでした。
完成後は「おいしい！」と言って、あっという間に完食されていました。ま
た、次は何を作ろうかなと考えながら、みんなでおいしいホットドックをお腹
いっぱい食べました。 京都市山科障害者デイサービスセンター 山本奈央子
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地域住民との交流講座を１１月に開催 ！！
古典文学講座～ 読書の秋 古典文学に親しみましょう ♫
京都市洛南身体障害者福祉会館では、奈良女子大学の中川先生にお越しいただ
き、物語を中心に１１月 11 日、18 日（月）の 2 日間にわたり古典講座を開催い
たします。
先生は愛知県のご出身で、京都の大学をご卒業され現在は多くの学生の方々は
もちろん、文化会館（公民館）などの施設でも多くの方に講義をされ、古典の面
白さを広めておられます。
さて、内容ですが、平安期の人物が文学作品にどの様に描かれているかという
たかむら
かたちで進めていただきます。1 回目は『小野 篁 と菅原道真』
、次に『藤原道長
と宮廷サロンの女性たち』。作品は京都にゆかりのある『宇治拾遺物語』
『大鏡』
『枕
草子』『紫式部日記』
。
ところで、先生はうどんがお好きでなんと「うどんのおだし」を通して地域文化を楽しんでおられ
ます。京都の美味しいうどん屋さんを教えてあげて下さいね！
ぜひ、利用者さんだけでなく、たくさんの地域の方々に参加いただきたく思っています。
昔の人々の営みに、ひととき思いをはせましょう。
京都市洛南身体障害者福祉会館 簱谷衛

♪

紅茶教室Ｓｍｉｌｅ

Ｔｅａ
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～味覚の秋

紅茶は身近にあるのみものですが、なかなかじっくり味わうこと
は少ないと思います。
今回の講座では、紅茶の歴史やおいしい淹れ方などを学んで頂い
た後、実際に淹れ方を体験して頂く予定です。障がいのある方もな
い方も、共に楽しんで頂けるような講座にしたいと思っています。
開催日は 11 月 21 日（木）です。秋の午後のティータイムに、ゆ
ったりと優雅なひとときを過ごしましょう。
京都市洛南身体障害者福祉会館 滝川数美

法人 Facebook ページを開設します！
10 月 1 日より、法人の Facebook ページを開設
します。本部事務局をはじめ、法人内の各事業所
の情報も随時お届けしますので、是非ご活用ください。
☆アカウントをお持ちの方は「いいね！」で
応援よろしくお願い致します！
■法人 Facebook ページ
URL：https://www.facebook.com/kyoto.fukushi.center

★アカウントをお持ちでない方は、法
人ホームページからからご覧くださ
い。
法人ホームページからリンク↓

URL : http://www.kyofc.or.jp

ここをクリック！
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京都市山科障害者授産所
所長代理
渡邊 昭子
私は大学で児童教育学科幼児教育を専攻し、将来は幼稚園教諭になることを目標としておりましたが、
その頃に福祉を志すきっかけになった言葉との出会いがありました。
それは、知的障がい者の父 糸賀一雄先生の「この子らを世の光に」といった言葉です。福祉を勉強し
てこられた方であれば、必ず一度は耳にされたことがあると思います。
今から約４７年前に糸賀先生が｢手をつなぐ親たち｣に寄稿された中の一文です。
「･･･私たちの願いは、重症な障がいをもったこの子たちも立派な生産者であるということを認め合える社
会をつくろうということです。
「この子らに世の光を」あててやろうという哀れみの施策を求めているので
はなく、この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよいよ磨きをかけて輝かそうというのです。
「こ
の子らを世の光に」です。
」
今、読み返せば当前の言葉ではありますが、その頃の私は、この言葉の本当の意味をしっかりと理解す
ることができていない未熟者でした。しかし、糸賀先生の障がいのある方に対する思いや福祉に対する考
え方等に共感し、｢障がいのある方と触れ合ってみたい。障がいのある方の力になりたい｣といった強い衝
動にかられ、その後 1 か月間の夏休みを利用しボランティアとして滋賀県立近江学園へお世話になりまし
た。
知的障がいのある利用者の方と寝食を共にし、今までに経験したことのない世界で、人に対する優しさ
や素直な気持ちに触れ、また献身的に支えておらえる職員さんの姿勢に感銘し、福祉の分野で自分の持っ
ている力を発揮したい、何かできるのではないだろうかという思いを強く持ちました。今思い返すと赤面
の思いです。
卒業後、知的障がいのある方の授産施設
に就職させていただきました。
その頃の福祉はまだ措置制度の時代で、
社会的にも障がいのある方に対する理解
が希薄な時代でした。また支援方法等も今
ほど確立しておらず、知識のなさから至ら
ぬこともあったと思います。しかし、作業
支援や生活場面での深い関わりの中から
「人を支援するということ」をしっかりと
学ぶことができました。現在の福祉観を築
くことになった根底には、この頃の経験が
あったからだと思っています。
当法人に努めさせていただいて、今年で
20 年になります。日々利用者の方から学
ばせていただくことがたくさんあります。
私たち職員は、利用者の方の人生に大き
な影響を与えるという責任のある仕事を
させていただいています。支援者の言動や判断によって利用者の方の人生が変ってしまうことがあります。
だからこそ、その時・その場面の支援において責任を持って慎重に対応していかなければなりません。
そのためには、目の前の利用者の方の話に耳を傾け、思いに寄り添い、しっかりと向き合うことが大切で
すし、様々な場面において正確な判断力が必要となります。
また、常に緊張感を持ちながら仕事に向き合わなければならないと思っています。
今回随想を書かせていただくために、もう一度糸賀先生の本を読み返しました。先生の思想や心の底か
ら発せられた言葉を自分自身の支援と重ねながら深く考えることができ、心揺さぶられる思いがしました。
時代や社会、施策が変わっても人を思う心や情熱は色あせることがないのだと感じます。自分自身もいつ
までも初心を忘れず熱い気持ちで利用者の方と向き合っていきたいと思いました。
ようやく「光」の意味を自分自身の中で落とせたように思います。障がいのある方が光を放ち、社会の
中で「主体」となって「その人らしく充実した生活」を送ることができ、障がいのある人たちと「共に支
え合えあえる社会」を作っていけるよう、世の中に発信していくことが私たち職員の役割であると思いま
すし、それが法人の理念に繋がるものだと思っています。
次回は、京都市山科障害者デイサービスセンターの

小林千里 主任です。
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雨天決行

午前１１
午前１１時
１１時～午後３
午後３時

前 売 り チ ケ ッ ト 販 売 中 ！
ー５０円券１１枚綴りー ５００円

体験コーナー
コーナー
体験
食
障害者デイ作品展示
煎茶・卓球・介護予防相談
アトリエやっほう！作品展示

堂

今年は
今年 は 音 楽 盛 りだくさん!
りだくさん ! !
伏見中学吹奏楽部 発表会
二胡演奏
グループサウンズバンド演奏
和太鼓演奏などがあるよ!!

おにぎり・いなり寿司
うどん・串カツ・デザート

模

擬

店

ステージ スケジュール
ゲーム・野菜・くだもの
１１：００～１１：３０
１１：３５～１１：５５
１２：００～１２：２０
１２：３０～１３：００
１３：０５～１３：３５

吹奏楽「伏見中学吹奏楽部」
合唱・ダンス「伏見障害者デイ」
歌唱 手話サークル「ともだち」
二胡演奏「大前千春」
リズム体操「3 B 体操同好会」

ドーナツ・焼き鳥・焼きそば
野菜チップス・草餅・喫茶・パン
フランクフルト・ビール・ジュース

１３：４０～１４：１０ バンド演奏「The MayBeas」
１４：１５～１４：３５ 和太鼓演奏 和太鼓「どん」
１４：４０～１４：５５ 抽選会
１４：５５～１５：００ 閉会宣言

バ

ザ

ー

学園バザー
伏見工房バザー
東北復興支援バザー

主催：
主催：伏見社会福祉総合センタ
伏見社会福祉総合センター
センターふれあいまつり実行委員会
ふれあいまつり実行委員会
お問い合わせ

京都 市伏 見区 紙 子屋 町 ５ ４４
京都市 伏見 社会福 祉総 合 セ ンター
ＴＥＬ（
Ｌ（０７５）
７５）６０３ー
３ー１２８８
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お車でのご来場はご遠慮下さい
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

京阪・近鉄丹波橋駅より
市バス西丹波橋下車徒歩

８分
５分

