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理事会・評議員会（1 ⽉ 14 ⽇開催）からのお知らせ 
 
１ だいご学園の分室新設及び利⽤者定員増 

 
だいご学園では利⽤希望が多いが学園作業室が狭いため新規受⼊ができない状況でした。しかし、学園

の近所ビルの空室を借りられたことと、主な製品のパックドーナツを新製品に変更し、新たな販売先も開
拓できてきたため、利⽤者定員を増やしても⼯賃確保と学園運営が成り⽴つ⾒通しが付いたので、2 ⽉か
ら学園分室を新設し、利⽤者定員を現在の 20 名から 30 名に増員することとしました。新設する分室は、
伏⾒区醍醐東合場町 13-1 稲垣ビルの３階で実質 50 ㎡の広さがあり、現在の学園 2 階作業室より少し狭
い程度で、学園から徒歩２〜３分の近距離にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 平成 25 年度第３次補正予算について 

 
10 ⽉理事会の後に確定した助成⾦収⼊や固定資産購⼊費⽤等を補正しました。 

(1) ⽇本財団の洛南⾝障会館ほか４施設への送迎⾞購⼊助成⾦交付決定による収⼊額 
なお、これにより送迎⾞購⼊ディーラーが指定されますので競争⼊札実施は取り⽌めます。 

(2) 親の会様やご家族様からの寄付⾦（ほっと、ふしみ学園）及び京都新聞福祉事業団助成⾦の収⼊額 
(3) だいご学園の分室新設に伴う部屋の改装費、備品費及び賃料等の費⽤ 
(4) 洛南⾝障会館の埋め込み式⾞⽌めポール設置、⼭科⾝障会館の駐⾞場ゲートセンサー設置、伏⾒セン

ター２階フロアーの⼿すり全⾯交換⼯事等の費⽤ 
 
３ ⽣活サポ－トセンター「ほっと」の事務所移転 

 
平成 26 年 3 ⽉から「ほっと」事務所は、現在のハイツ⼭科 410

号室から新しく⼭科センター北隣のベルリード３１・101 号室に移
転します。新事務所は、渋⾕街道に⾯した⼭科センター最寄りの 1
階南側にあります。なお、執務室は従来通り⼭科センター3 階で変
更ありません。 
 
４ ふしみ学園分園、らいと・ふしみ寮の新築⼯事⽇程について 

 
3 ⽉ 14 ⽇竣⼯予定で新築⼯事を進めてきましたが、基礎⼯事のコンクリート打設に伴うミキサー⾞等の

駐⾞による通⾏⽌めで警察等との⽇程調整が難航して 20 ⽇間の遅れとなり、その他に近隣への迷惑防⽌で
夜間⼯事、⼟⽇⼯事を避けたため約 1 ヶ⽉の⼯期遅れが出て、4 ⽉ 15 ⽇竣⼯予定、4 ⽉ 25 ⽇完成引渡予
定となりました。完成が遅れ皆さんにご迷惑をお掛けしますがご理解頂きますようお願いします。 
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福祉⾞両出発式がありました 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

京都府遊技業協同組合様より、スロープ付で⾞椅⼦が搭載できる福祉⾞両を寄付して頂き、１⽉２７⽇
(⽉)の午前１１時から、協同組合の⽩川理事⻑、中⼭洛南⽀部⻑ほかのご出席をいただき、福祉⾞両出発
式を⾏い、テープカットの後、試乗運転をしました。⾞両後部に据え付けられたスロープから⽣活介護ご
利⽤者に⾞いすのまま乗⾞して頂き、会館のまわりを⼀周し乗り⼼地を確認して頂きました。このご厚意
に応えられるよう、利⽤者送迎に活⽤したいと思います。    （洛南⾝体障害者福祉会館：滝川数美） 
 
法⼈新年会を開催しました 
 去る 1 ⽉ 14 ⽇（⽕）、京都センチュリーホテルにて、
142 名が参加し当法⼈の新年会を開催いたしました。洛
南、伏⾒、⼭科の各エリアの職員と法⼈役員の皆さんが集
まる唯⼀の場として恒例⾏事となっています。今年の幹事
施設は、⽀援センターらくなんと洛南授産所。準備に関わ
る⼈数が少ない中で知恵を絞り、これまでと趣向を変え〇
×クイズ⼤会を開催しました。職員をランダムに配席した
テーブル対抗としたため、普段あまり顔を合わすことのな
い職員同⼠の交流を深めていただけたのではないかと思
います。後半は恒例のビンゴ⼤会。これまた⽴場を超えて
みなさん⼤いに盛り上がりました。 
（中部障害者地域⽣活⽀援センターらくなん：⾕本 豪） 

 
新年会を⾏いました 

去る 1 ⽉ 10 ⽇（⾦）、洛南授産所開所以来、初の新年会を⾏いました。毎年、
年末の最終営業⽇に年間のレクリエーションの⼀つとして忘年会を⾏ってきて
おり、昨年も 11 ⽉に利⽤者さんが忘年会実⾏委員会を⽴ち上げ会合を重ねてき
ましたが、印刷班、軽作業班共に１２⽉に⼊ってからもずっと作業が忙しく、忘
年会どころでは無い状態が続き、忘年会実⾏委員会のメンバーからも「いっそ新
年会にしてみたら…」という意⾒が出て、他の利⽤者さんの意⾒も加味し、今回
開所 30 年⽬にして初めての新年会開催となりました。 
 会場は、河原町三条にあるʻ京都ロイヤルホテル＆スパ。̓繁華街の中⼼部にあ
るホテルということもあり、周辺は⾏きかう⾞両や通⾏⼈で賑やかでしたが、エ
ントランスに⾜を踏み⼊れると、周りの喧騒とは別世界！⾮常に落ち着いた⾮⽇
常的な空間が広がっていました。参加された利⽤者さんは、ホテルでの⾷事とい
う事もあり、普段とは違った装いでいらした⽅も多く、宴は華やかな雰囲気の中
で⾏われました。⾷事はテーブル毎のブッフェスタイルで、オードブルからメイ

ンまで品数も多く皆さん満⾜されたご様⼦でした（特に冷製のオードブルとローストビーフが◎）。カラオ
ケでは⾶び⼊り参加もあり、それぞれのお好きな曲で美声を披露されていました。当⽇は寒さが厳しい⽇
でしたが、皆さんの盛り上がりで⼼温まる１⽇となりました。またこのような楽しい⽇が迎えられるよう
利⽤者さんと共に、この 1 年も頑張っていきたいと思います。     （洛南障害者授産所：⻄村 ⽂孝） 
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やっほぅ!!ギャラリー「ふしみからアートのことば２」 
開催します 

 
ふしみ学園アトリエやっほぅ!!では、例年⾏っております、 
やっほぅ!!ギャラリー「ふしみからアートのことば２」を・・ 
 
三条御幸町にある同時代ギャラリーにて、 
…２⽉１１⽇（⽕・祝）〜１６⽇（⽇）の期間、開催させ

ていただきます。 
 
 

今回で４度⽬となるギャラリー展ですが、昨年度に引き続
き『ふしみからアートのことば』として、2013 年の新作を中⼼に、東京で開催された『ポコラート展』に
⼊選した作品など、多数の絵画や陶芸のジオラマ作品を展⽰させていただきます。 

利⽤者の⽇々⾏っている創作活動から⽣まれた作品は、⾃⾝の主観が表現されていることもあり、近年
では公募展の⼊選や作品貸し出しなど多⼤なる評価をいただいており、今回のギャラリー展でも、「楽しみ
にしています」とのお声を多数頂戴しています。ご来場いただいた⽅に、少しでも楽しんでいただき、よ
り良い展覧会となるよう急ピッチで準備を進めています。 

併せて新作のレターセットや、陶器ではアクセサリー等のグッズを販売いたします。これらの商品につ
いても、利⽤者の作品の魅⼒を最⼤限に活かせるように作成に取り組み、アトリエやっほぅ!!のオリジナ
ル商品になりました。ぜひじっくりと⼿に取っていただき、⾯⽩くて、可愛くて、個性豊かな商品を⾒て
頂ければと思います。 

また、初めての取り組みとして、原画の販売も⾏います。ギャラリー展を開催すると、いつも「絵の販
売はされていますか」とのお問い合わせがあり、そのたびにお断りしていたのですが、今回少しだけです
が原画を販売いたします。 

アトリエやっほぅ!!2013 年の集⼤成のギャラリー展です。皆様お誘いあわせの上、ご来場いただければ
と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（京都ふしみ学園：松井 崇） 
 
 
ヘルパー研修（普通救命講習）を実施しました 
  

１⽉２１⽇（⽕）に⽣活サポートセンター『らいと』では、ヘル
パー対象の普通救命講習を⾏いました。2 年前にも実施し、今回で
２回⽬です。 

約２０名のヘルパーが参加し、数⼈のグループを作って⼈形を使
っての⼼肺蘇⽣や AED の使⽤⽅法を学びました。⼤半が２回⽬の
受講でしたが、いざ講習を受けると胸⾻圧迫の速さ・加減・⼈⼯呼
吸を⾏う時の姿勢・空気が⼊らないなどうまくいかない様⼦でした。 

 
AED は機器を作動させると、機器から出てくる⾳声に従い⾏動

すればいいのですが、パッドの貼り⽅や機器の動かし⽅に⼾惑って
いる⽅もありました。実際に救急⾞が来るまでの平均約６分を想定
し、グループから 3 ⼈（発⾒者・119 に連絡する⼈・AED を持っ

てくる⼈）出て、外出先でまたは⾃宅でという想定で実践してもらいました。ヘルパーは本番さながらの
動きで、協⼒し合い途中で胸⾻圧迫や⼈⼯呼吸を交代しながら続けていました。講習を終え、ヘルパーか
らは『利⽤者の⽀援中に起こりうる事なので、模擬ではあるが実践さながら対応ができたので、この講習
を活かしていきたい。』『参加して AED の必要性を実感した。』という声がありました。 

 
現在までヘルパーは利⽤者の⽀援中に救命救急を⾏うような事態はありませんでしたが、

継続して研修を実施し、いざという時に適切に⾏動できるようスキルアップに繋げていきた
いと考えています。          （⽣活サポートセンター『らいと』：⻄村 拓史） 

 



4 
 

 

 

                                 

やましな学園のマスコットキャラクターができました。 
 
「左側の男の⼦が＜ヤーマ＞、右側の⼥の⼦が＜シーナ＞、ふたり合わせて＜スマイリーズ＞」 

唐突にご紹介させていただきましたが、今年度に⼊り職員
会議で⾃主製品や焼き芋の販路拡⼤、新商品の開発といった
課題について話をする中で「やましな学園のシンボルマーク
を作ろう」ということになりました。そして、そのシンボル
マークはやましな学園のキャッチフレーズである「働いて、
たくさんの笑顔」にちなんで「笑顔」をテーマにご利⽤者等
から募集しようということになりました。 

しかし会議でそのように決まりはしたものの、実際ご利⽤
者全員に募集したらどのような反応があるだろう、⾯倒くさ
いと感じるのではないだろうか、などと私⾃⾝としては募集する時点でやや半信半疑という気持ちがあっ
たのも事実です。ところが、実際ご利⽤者全員に作品を募集して、その作品が集まってくると、そんな不
安は杞憂だったということが分かりました。私も学⽣時代には美術を学んだ⾝。作品を⾒ればある程度作
者の意気込みなどを感じることが出来るつもりです。ご利⽤者の作品には仕⽅なく描いたようなものなど
⼀枚もなく、楽しみながら意欲を持って描かれているものばかりだということが、ありありと伝わってき
ました。そして⽤紙の欄外に⽬をやると、お⺟さんとの合作であるとか、甥っ⼦たちとの合作であるとか、
お⽗さん⾃⾝が描いてくれたものであるといったメモが書かれているものもあり、こちらが作品を募集し
たことに対して家族ぐるみで応えてくれていることが感じられました。 

５６点もの⼒作ぞろいの中で、どの作品を使ってシンボルマークを作るかということで決めづらい部分
もありましたが、職員間で検討するとともに、今年度 B 型事業に専⾨家派遣でお世話になっている松井⽒
にもアドバイスをいただき、最終的には⽣活介護事業の橋本修⼀さんの作品がシンボルマークの原画に決
まりました。そしてその作品の図案化を私が担当し、⽬の表情や名前については再度ご利⽤者等に意⾒を
募り、学園皆の意⾒を結集して完成に⾄りました。 

出来上がってみるとマスコットキャラクターと呼んだ⽅がしっくりくるように思います。これからは
度々登場する予定ですので、キャラクターの服装など微妙な変化にもご注⽬いただけたらと思います。 

（やましな学園：東海林 勝） 
地域交流イベント「ＹＯＫＯライブ＆トーク」を開催しました。 
 

⼭科⾝障会館⽣活介護事業では去る 1 ⽉ 31 ⽇（⾦）、法⼈
地域振興事業助成⾦を活⽤した地域交流イベント「ＹＯＫＯ
ライブ＆トーク」を開催しました。出演いただいたのは、Y
ＯＫＯさんとその娘の⽉夜さん、キーボードのテツさんです。
ＹＯＫＯさんには障がいのある息⼦さんがいらっしゃいます。
過去、某⼤⼿レコード会社で歌⼿デビューされた⽅ですが、
今の⾃分だからこそ伝えられる「⼤切なもの」を⼀⼈でも多
くの⼈の⼼に届けながら、福祉⽀援などの夢を胸にもう⼀度
歌いはじめられました。そんなＹＯＫＯさん⾃⾝の経験や想

いをオリジナルの歌とお話を通して披露していただきました。また、利⽤者さんはＹＯＫＯさんと「上を
向いて歩こう」を⼀緒に歌う約束をしており、この⽇、⽇頃の練習の成果を存分に発揮されました。地域
の⽅を交えてゲストと交流できた利⽤者さんはとても⽣き⽣きとされていました。今後も地域との交流、
ゲストとの交流ができる楽しい企画をしていきたいと思います。 

（⼭科⾝体障害者福祉会館（⽣活介護） 奥村 友章） 
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京都市だいご学園 
主任   ⾕⼝ 隆之 

 
 平成２４年度よりほっとはあとセンターのモデル事業を受託しました。これは就労継続⽀援Ｂ型におけ
る作業⼯賃の向上を⽬的とした事業で、２年⽬を迎えたギリギリのところでようやく商品開発に辿り着き、
現在営業活動に⼒を⼊れています。これまでも私は１１年間ドーナツ作りをしてきましたが、商品コンセ
プトを考え、お客様の顔を思い描きながらではなく、漠然と「これは〜だろう」と「だろう運転」が多か
ったと思います。そしてモデル事業についても同様に、「この事業に採択されたら、専⾨家の⽅々の協⼒が
有るから、楽に利⽤者さんの⼯賃を上げることが出来るだろう」と、安直に考えていたところがありまし
た。しかし、「何のためにこの事業を受託したのか」、「なぜドーナツにこだわるのか」、「⽬標数値はどのよ
うに設定して、なぜそのようになるのか」、「地域とは何なのか」など専⾨家の⽅々から問われることは様々
で、改めて考えることは⼭ほどありました。企業ではこのような考え⽅は当たり前だとは思いますが、⽇々
の業務に加えて検討会議と商品試作を繰り返すという本当に忙しい⽇々が続き、ほとんど⼀から商品作り
を⾏うことになりました。 
  
 
そんな忙しい⽇々を通じて⼤きく変わったことは、利⽤者

さんや私たち職員の意識でした。昨年より新たな取引先が増
えて７時から職員のみで製造していたのですが、「利⽤者さ
んの⼒をもっと借りよう」、「利⽤者さんが中⼼となっていけ
る製造体制作りを整えよう」と利⽤者さんと⼀緒に早出を始
めました。効果はすぐに表れ、それまではひと⽉の⼤半を休
でいた利⽤者さんが休まなくなりました。寒くなるにつれ、
朝早く出勤することは本当に⾟いのですが、遅刻や⽋勤をす
ることなく、むしろやりがいと責任感を持ちながら、他の利
⽤者さんのお⼿本となるリーダー的な存在も育ってきてい
ます。そうしたみんなの頼もしい姿を⾒ながら、職員の意識
も「もっと頑張って商品を売らなければ」、「もっと売れる商
品を開発しなければ」と前向きに変わっていきました。 
  
 
 
さらには、今回のモデル事業を通じて、学園に求められている役割は、今まで以上に明確になったような

気がしています。現在２７名の⽅が通っておられ、企業就職や⼀⼈暮らしなどそれぞれの⽬標に向かって
皆さん⽇々頑張っておられます。「働く」喜びとは、何なのか。それは、皆さんから必要とされ、⾃分の居
場所を感じることができ、「あぁ、今⽇も来て良かったなぁ！」と存在意義を感じられることではないでし
ょうか。⽇々の作業に楽しみとやりがいを持って来て頂ける、みんなで⼀緒に成⻑していける、そして結
果として⼯賃⽔準をもっともっと上げていくことが出来たら・・・そんな学園であり続けたいと今では真
剣に考えています。今回のモデル事業では、本当に⾟い⽇々も有り、途中で投げ出したいと思うことが何
回も有りました。しかし、その反⾯、本当に多くのことを学ばせて頂きました。⼀番良かったことは、「⼈
を必要として、また必要とされる」、そんな⼈と⼈のつながりの原点を教えて頂けたことだと思います。 
 
次回は、⽣活サポートセンター「ほっと」井上光典 主任です。 

 

だいご学園という⽊に「Ｄ－ｂｒａｎｃｈ」
という枝が伸び、おいしい実がたくさんなっ
ている。それを表現したロゴマークです。 
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広がっています。障がいに関するマーク 
 

障がいに関するマークと聞いて、皆さんがよく⽬にするのは福祉送迎⾞両などに貼られている通称「⾞
いすマーク」（下表 3 段⽬）ではないでしょうか？実はこれ、障がいのある⽅が利⽤できる建物や施設を表
す国際シンボルマークであって、本来は⾞両に付けるものではないことをご存じでしょうか。デザインが
分かりやすいとの理由で⾞にも使⽤されてきましたが、2002 年の道路交通法改正により、四つ葉デザイン
の⾝体障がい者標章（下表 1 段⽬）を導⼊、2008 年には蝶々マークの聴覚障がい者標章（下表 2 段⽬）
も導⼊されました。最近は街を⾒渡せば、こうした障がいに関するマークが意外とたくさんありますので
以下ご紹介します。              （中部障害者地域⽣活⽀援センターらくなん：⾕本 豪） 
 
 ⾝体障がい者標章 

 
肢体不⾃由であることを理由に免許証が交付されている⽅が⾞体に表⽰するマーク。 

 聴覚障がい者標章 
 
聴覚に障がいのある⽅が運転する⾞に表⽰するマーク。このマークを付けた⾞に幅寄せ
や割り込みを⾏うと道路交通法の規定で罰せられます。 

 障がい者のための国際シンボルマーク
 
国際リハビリテーション協会によって障がい者が容易に利⽤できる建物、施設であるこ
とを⽰すシンボルマーク。 

 ⽿マーク 
 
外⾒では⽿が不⾃由だと分かりにくい⼈でも、マークを指すだけで聴覚障がいがあると
分かりスムーズなコミュニケーションが取れるとの⽬的で作成されました。 

 視覚障がい国際シンボルマーク
 
視覚障がいのある⽅に対する安全やバリアフリーを考慮した建物、設備（交通弱者⽤押
しボタン信号機等）を⽰す世界共通のマーク。 

 ほじょ⽝マーク 
 
⾝体障がい者補助⽝（盲導⽝、聴導⽝、介助⽝）と⼀緒に利⽤できる施設であることを
⽰すマーク。 

 オストメイトマーク 
 
⼈⼯肛⾨・ぼうこうを使⽤している⼈（オストメイト）が利⽤できる施設（トイレ等）
があることを⽰すマーク。 

 ハート・プラスマーク 
 
⾝体内部（⼼臓、呼吸機能、腎臓、ぼうこう、直腸、⼩腸、免疫機能）に障がいのある
⼈が、それらを⽰すためのマーク。このマークを着⽤されている⽅を⾒かけたら内部障
がいへの配慮（近辺での携帯電話操作を控える、電⾞の優先席を譲る、障がい者⽤駐⾞
スペースを空ける等）をお願いします。

 マタニティマーク 
 
障がいに関するマークではありませんが、妊娠中であることを⽰すことで周囲の⼈が配
慮を⽰しやすくする⽬的で作られたマーク。 
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京京ろろううそそくく  

絵絵付付けけ教教室室  
 

 

 

 

 

 

 

 

●開講日：平成２６年３月３日（月） 

午後 1 時 30 分～3 時 

●場 所：京都市洛南身体障害者福祉会館２階 第一会議室 

●講 習 会 費：１，０００円（材料実費代） 

●定 員：２０名（対象者は身体障害者手帳をお持ちの方） 

参加ご希望の方は申込用紙に必要事項を記入の上、お申し込み下さい。 

※申込締め切り日：平成２６年２月２４日（月） 

※お申し込み多数の時は抽選とさせていただきます。 

※お問い合わせ：京都市洛南身体障害者福祉会館 担当：滝川 簱谷 
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