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理事会からのお知らせ（１２月１４日開催） 
 

１ この度、法人ロゴマークが、山科障害者授産所の 

川手直人さんの応募作品に決定しました。 

 法人ロゴマークには、昨年１２月１４日の理事会で最優秀賞を

受賞した、山科障害者授産所の川手直人さんの作品が採用され、

１月１６日の法人新年会で発表されました。 

障がい者支援の現場にいる私達の日々の業務の象徴として「手」

をデザイン化したもので、法人の理念がシンプルですが、非常に

分かりやすく表わされています。 

川手さんには、当日、安田理事長から最優秀賞の表彰と共に 

副賞が授与されました。 

その他、優勝賞２作品には、洛南授産所土谷くるみさんと法人

本部事務局有志チームの皆さんが受賞されました。 

今後、ロゴマークをホームページや名刺、封筒などの印

刷物等に使用し、法人内外への情報発信等に活用していき

ます。 

 

2 平成２９年度第２回評議員事業報告会を開催しました。 

平成３０年１月１６日、平成２９年度第２回の報告会を開催し、評議員の皆さんに１０月から

１２月までの間の法人の経営状況やだいご学園分園新築工事の進捗状況など法人の事業運営状況

について報告しました。 

 

３ 法人ホームページをリニューアルしました。 

 長年親しんできた法人ホームページでしたが、

２月からページを一新して、法人の概要や情報開

示のページを充実させると同時に、事業所の写真

を増やすなど、更に見やすく使いやすくして法人

の情報発信力を強化しました。 

 今後とも、より良いページにするため随時更新

していく予定です。 

※ 法人ホームページアドレス 

http://www.kyofc.or.jp 
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新年食事会を行いました！ 

  

1 月 19 日（金）に、洛南会館の生活介護事業

と就労継続 B 型事業新年合同イベントとして、

浜大津にある琵琶湖ホテル「レストラン ザ・ガ

ーデン」のランチバイキングに行ってきました。 

 実は昨年度も同じ場所に行ったのですが、その

時は濃霧で琵琶湖も何も見えずでした…今回は

リベンジも兼ねての訪問でした。 

 当日は晴天に恵まれ、日差しがとても暖かい 1

日となりました。職員を含めて総勢 30 名、車 5

台に分かれて、いざ琵琶湖ホテルへ。 

 お昼ごろに到着し、さっそく席について、今回の企画にご協力いただい

た実行委員の方に開会の挨拶をしていただき、「今年もそれぞれの目標に

向かって頑張るために、今日は 1 日楽しみましょう！」と、抱負とともに

元気に挨拶してくださいました。 

 お食事は 1 時間半の食べ放題！おしゃれな前菜やローストビーフ、滋賀

県の食材を使った料理や、何種類もあるケーキに自分で作れるパフェなど。

皆さん時間までゆっくりと、それぞれのチョイスしたフルコースを召し上

がられていました。 

 

食事の後は、湖畔をみんなで

ゆっくり散策して、大津港まで。

ちょうどミシガンの出航時間も

重なり、鐘をならして見送りま

した。 

その後の自由時間では、ご家

族にお土産を購入されたり、ゲ

ームセンターで遊んだり、思い

思いの時間を過ごされていまし

た。 

  

同じ事業所でも普段は３つのチームに分かれて日中活動を行っていることもあり、合同イベン

トは違うグループのメンバーとの交流の場として、皆さんにとても好評です。帰りの車中では「夏

のレクはどうしよう？旅行にも行ってみたいね！」など、次のイベントの話で盛り上がっていま

した！ 

 

（京都市洛南身体障害者福祉会館 生活介護事業・就労継続支援Ｂ型事業：安江 朋香） 

 

 

<実行委員さん挨拶> 
<実行委員さん挨拶> 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南会館：       】 多機能型 

生活介護・B 型 



3 

 

 

 

 

ワークショップ「新年・新成人を祝う会」 
 

１月のワークショップは、毎年「新年・新成人を祝う

会」を実施しています。今年も年明け早々、１月６日（土）

盛大に開催されました。 

 

内容は３部構成で、第１部は表題のとおり「新年・新

成人を祝う会」です。最初に寺本園長より新年のあいさ

つがあり、次に利用者、職員数名より絵馬に書いた今年

の抱負を発表してもらいました。 

その後４名の新成人を迎え、新しい門出を皆でお祝い

しました。昨年、成人を迎えられた方からの励ましのメ

ッセージや友人からの花束贈呈、くす玉割もあり、会場

は華やかで和やかな雰囲気に包まれました。新成人の方からも、今後の抱負や決意表明をお一

人ずつ発表して頂きました。 

  

続く第２部は「京とりこ」さんのコンサートです。利用者が参加する場面をたくさん用意し

て下さっており、前に立って指揮者になったり、一人一音ずつ担当し皆で曲を演奏したりと、

それぞれが主役となり、楽しい時間を過ごしました。見ている方たちの中にも、思わず立ち上

がり踊りだす方が何人もおられ、とっても盛り上がりました。 

第３部はお待ちかね、食

事の時間です。メニューは、

ちらし寿司、天ぷら盛り合

わせ、ローストビーフなど

盛りだくさんで、デザート

はプリンア・ラ・モード、

と今年もお正月らしく、豪

華で華やかなメニューで

す。 

 

食事を終えると、皆さんおなか一杯で満足そうな笑顔が見られ、今年も新春の一日を、晴れ

やかに楽しく過ごして頂きました。 

  

（京都市ふしみ学園：小林 千里） 

 

 

 

 

 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【ふしみ学園】 
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分園工事、進んでいます！ 
 

分園工事も進み、基礎工事も 2 月初めには終わり、いよいよ木造の建て方が始まります。学園

の 2 階ベランダから、工事の様子を見ながら皆さんも楽しみにしている様子がわかります。 

 

そんななか、北海道の絵本作家そらさんからプレゼントが届きました。 

看板デザインです☆ 

そらさんの持つ優しさや温かさが伝わってくるような、本当に素敵なデザインで、みんなも大

喜びです。そらさんの手書きによる「ふらっと」のロゴも、私達が思い描く、「一人でもグループ

でも、誰でもがふらっと気安く入れて、ほっとできる憩いの場所。」というお店のコンセプトにぴ

ったりで本当に嬉しいです。 

 

隔たりのない雰囲気を作り、みんなの笑顔と少しの気配りで、安心して温かい気持ちになれる

場所。そんなお店を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市だいご学園：寺地 ヒサ子） 

 

 
 

平成 30年 1月 26日現在の写真です 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【だいご学園】 



5 

 

 

 

 

 

 

火曜日開所、始まりました 
 

昨年 11 月より毎月第 1、第 3 火曜日の開所を始めました。ご利用者、ご家族にアンケートを

実施し、希望された方３～4 名に通所して頂いています。 

日中活動は他の曜日の活動とは異なり、各利用者に沿ってゆったりとした活動をしています。 

これまでにスヌーズレン、ドライブ、創作、足浴、また各々の好きな活動(パズル、動画鑑賞)

を実施しました。 

 

デイスポット楽(以下、「楽」)は、山科身体障害者福祉会館生活介護事業と分かれて昨年 4 月に

開所した通所施設です。 

年齢の若い方、アクティブな方、先天性障がいの方を中心に通所して頂いています。 

活動内容としては創作活動、園芸活動、機能訓練、体操プログラム、スヌーズレン、音楽活動、 

映画鑑賞、スポーツレクリエーション活動、ゲーム、季節行事、ドライブ、外出、利用者会議、 

井戸端サロン等です。 

 一部活動について紹介しますと、創作活動では季節に沿った飾り、

塗り絵を作成し施設内に掲示しています。ちなみに現在は書初めが掲

示中です。お近くに来られた方は是非お立ち寄りください。 

また昨年 12 月には「とっておきの芸術祭」に「楽」のメンバーで

2、3 か月かけて作製した壁面画を出展しました。作品展を見に行っ

た利用者、職員が他の多くの作品を見て圧倒され、来年度への出展す

る意気込みが沸いてきました。 

 

園芸活動では日当たりの良い屋上を利用してゴーヤや胡瓜、西瓜、ミニ

トマト、バジルを利用者の方と植え、実ったものを持ち帰って頂きました。

西瓜も小さいながら見事に出来たので、活動中にみんなで食べました。ほ

うれん草、菊菜、大根、苺をただいま栽培中で、育ってくれることを祈る

ばかりです。 

 

 月 1 度、利用者会議と井戸端サロンを行っています。利用者会議ではド

ライブ、外出の行き先を決めたり、活動について話し合っています。1 月

の会議では、ドライブの行き先を決めました。「初詣に行きたい！」とい

う声が多数出ましたので 1 月のドライブは山科にある“折上神社”に行くことに決定しました。 

 

そして井戸端サロンでは今年の抱負、目標、やりたいことを発表

しあっています。“元気で過ごす”、“コーヒーを豆から育てる”、“貼

り絵を頑張りたい”“みんなで調理実習がしたい”等々たくさんの

意見が出ました。去年の 1 番の思い出や出来事を聞くと、“みんな

で坊主めくりをした”や“「楽」に来た”との意見が出ていました。 

「楽」に来て楽しかった、面白かった、良かったと利用者の方に

もっと思って頂けるように、利用者ニーズに沿った支援、活動を取

り入れていきたいと思っています。            

 

 

 

（デイスポット「楽」：白木 真理恵） 
 

 

 

施設紹介コーナー㉑ 【デイスポット楽】 
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子ども + 地域 + 子育てのしんどさ = ファミリーホーム 
  

京都市東部障害者地域自立支援協議会では、障がい福祉サービス事業所向けに年に 1 度、「研修

会」を実施しています。今年度は「子ども」「地域」「子育てのしんどさ」をテーマに、大阪西成

釜ヶ崎でファミリーホーム等の事業を行っている「こどもの里」の館長「荘保共子氏」をお呼び

しての講演会と、「こどもの里」を舞台にした映画「さとにきたらええやん」の映画上映会（午前・

午後の 2 回）を行いました。 
  
 この「こどもの里」は、障がいの有無や国籍に関係なく

0 才から概ね 20 才までの子どもを無料で受け入れてい

るところで、子ども達の放課後等の行き場所、緊急避難・

一時宿泊場所、そして小規模住居型児童養育事業として、

子どもの生活場所を提供としています。  

 開始した当時は、日雇い労働者の街と呼ばれる釜ヶ崎に

あり、経済的に不安定な家庭の子どもが多かったそうです

が、近年では母子家庭や、親の障がいや虐待を受けてきた

背景があるなど、課題の変化がみられているようです。しかし子どもが親のしんどさを抱えてい

る事は今も変わらないとし、「私達が大切にしている事は、誰でも受け入れる事。いつでも宿泊で

きる場所」と映画の中で荘保氏が話されていた事がとても印象に残りました。 

 ケースの中で「親に課題がある。親がいなくなったら課題は解決する」という言葉を耳にする

事がありますが、親にも背景がありその中で生きていかざる得なくなった特殊な事情があります。 

「どんな子どもでも、どんな事があっても母親の事が大好きなのよ」と講演中の荘保氏が言わ

れていた言葉ですが、愛着の観点から見ても子どもと親を分断するだけでは課題は解決しないと

いう事をケースを通じて実感しているところです。様々な課題を抱えた子どもと親とが生活でき

る環境を適切に用意する事、その環境調整、資源開発が私達の仕事だと改めて考えるきっかけと

なりました。 

「一緒に過ごすために一時的に離れて暮らす」こと、「分離的統合」という言葉がありますが、

それを地域の中で実現している、子どもが安心できる環境を整えている、子どもの権利を守り地

域で生活を継続させる事、それがこどもの里の実践です。 
 
 さて、らくとうの具体的なケースでは、障がいがある子どもを持つ母、あるいは、父母自身に

障がいがあり、子どもがいるというケースが複数あります。相談の中では「もう子どもに手をあ

げてしまいそう。どうしたらいいか」という内容も多く、そのような場合、児相や里親への一時

保護等で対応していますが、児相の施設では地域から分断され、本来の学校に通えない、友達と

も会えない、親とも一時遮断されてしまう。まして、幼児以上の年齢や発達障がいがあると里親

では引受けが難しいと判断される事が多いという現状があります。子どもの時に虐待を受けてい

ても、施設を強く拒否して家にいるケースもありました。理由は「施設に行くと友達と会えない、

親にも会えなくなる」という事でした。 
 
 支援者が困難だと感じるケースにはそれぞれの背景があり、もっと早い幼少時期からやれる事

があったのではないか、こういう制度や資源があったら…と考える事がよくあります。こどもの

里のようなファミリーホームが有力な一つの資源だと感じていますが、京都市内ではまだ一か所

しかありません。 

私達ができる事はまだまだ微々たるものですが、今から取り組める事は多くあり、今後もこの

ような研修等を開催し、子どもの支援について広がりを生み出す取り組みをやっていきたいと考

えています。 

2 月４日（日）、山科区役所の主催で、北九州市でファミリーホームを実践されている「土井ホ

ーム」の土井髙德先生を招いて研修会が開催されます。山科区でもファミリーホームを作りたい

という有志の思いが形成されつつあります。ご興味ある方はぜひご参加下さい。 

（申込みは→ http://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000231097.html ） 

 

（京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」：大塚 秀樹） 

支援センターニュース 【支援センターらくとう】 

<市村監事提供写真：美ヶ原(冬山)＞ 
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やっほぅギャラリー!! 今年も開催します！！！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

京都市ふしみ学園のアート班 アトリエやっほぅ!!が今年も同時代ギャラリーでの 

8 回目の展覧会を開催いたします。 

この一年間で制作された作品を中心に展示、販売いたします。 

みなさんぜひご高覧ください！！ 

 

（京都市ふしみ学園：中島 慎也） 

 
 

ＰＲコーナー 【ふしみ学園より】 

1928 ビル 

「ジェームス・コバーン」 国保 幸宏 


