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京都市自治記念式典で表彰を受けました。 
 

 令和元年１０月１５日 ロームシアター京都（左京区）にて、京都市自治記念式典が挙行され、当

法人が「レジリエント・シティ京都 防災功労特別表彰」を受章しました。 
 昨年、地震や豪雨をはじめ、多くの台風が襲来し、大きな被害が発生しましたが、京都が誇る「地

域力」・「人間力」により、尊い命は守られました。これらの災害対応をはじめ、日ごろから京都市の

防災・減災に尽力している、当法人をはじめ個人６０名、団体１，０９３団体が防災・減災活動の功

績を表彰されました。 

 

①福祉避難所 

 当法人と京都市との間では、平成２４年４月、福祉避難所の指定に係る協定書を締結し、地域の障

がいのある方や高齢者の福祉避難所に指定されております。 

 福祉避難所は、二次避難所と位置付けられ、地震や水害などの災害発生後 3 日目以降に京都市から

開設を求められます。 

（施設名称） 

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・京都市山科身体障害者福祉会館・京都市

山科障害者授産所・京都市やましな学園・京都市山科障害者デイサービスセンター・京都市伏見障害

者デイサービスセンター・京都市伏見障害者授産所・京都市ふしみ学園  

 

②独自の災害対策マニュアル 

 平成３１年４月には、法人独自に災害対策マニュアルを策定しました｡ 

 初動対応から通常業務再開までをマニュアル化しており、いつ起こるか分からない災害に備えてお

ります。 

（本部事務局 下井修司） 

 

  
 
令和元年度第 2 回評議員事業報告会が開催されました。 

 令和元年度第 2 回評議員事業報告会が，評議員７名と理事・施設長等出席の下，10 月 24 日 

（木）午後 2 時から、山科合同福祉センターにおいて開催されました。報告会では，令和元年度上期

の法人運営状況を中心に事務局から報告を行い，収支状況等について活発な意見交換が行われました。 

報告事項は，次のとおりです。 

① 上期の主な業務執行状況       ② 上期の通所者数及び支援費収入実績 

③ 京都市補助金・委託料の収入見込み  ④ 資産運用状況 

⑤ 令和元年元年度の年間資金収支見込み ⑥ その他  

編集：支援センター 
発行：本部事務局 

 

障がいのある人とその家族が 

地域の中で尊厳を保ちながら 
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グループ外出が始まりました！ 
 

10 月に入り過ごしやすい気候となったところで、多機能型事業のグループ外出が始まりまし

た。 

今年の外出は、大阪・神戸・京都市内市外・滋賀の５つの選択肢から、同じ方向や場所を希望さ

れた方 2～４名でグループを作り、それぞれが話し合いで細かい行程を検討することになり、12

グループが全て違う場所に出かけることになりました。 

まず第一陣は 10 月 11 日、大阪のあべのハルカスに電車で行ってきました。話し合いは２回

行い、３人のメンバーと職員で、出発時間、乗車する電車の時間と運賃、ランチの場所、あべのハ

ルカスの入場料等を調べて予算を考え、行程表を作りました。 

当日は晴天に恵まれ、ハルカスからの眺めもとてもきれいでした。その後、近鉄で行われてい

る北海道展へ。みなさんそれぞれお好みのスイーツで休憩し、地下鉄～JR と乗り継いで帰ってき

ました。 

 

〈大阪プラン：あべのハルカス〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回目は２３日（水）、この日のメンバーは年長者組。京都市内でのんびりと楽しみたいという

ご希望の３名で、「ホテル平安の森京都」のランチビュッフェでゆっくり食事をし、近隣のうさぎ

神社こと「岡崎神社」へ、そして少し車を走らせて「狸谷山不動院」にお参りされました。おみく

じを引いたり、お守りを授かったり、皆さん思い思いの時間を過ごされました。 

多機能型のグループ外出はまだまだ続きます！ 

 

＜京都ゆっくりプラン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビュッフェランチ    岡崎神社       狸谷山不動院     阪神優勝記念碑 

 

 

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

 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南会館：多機能】 
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お菓子教室のご報告 ～藤の木子どもキッチン様 ～ 
 

昨年度に引き続き１０月５日（土）に地域貢献事業の一環として藤の木子どもキッチン様との

合同企画「お菓子教室」を開催致しました。 

今回のお菓子企画は「豆乳クレープ作り」で、子どもたちや児童館の先生、ボランティアの方々

と一緒に生地を焼き、自分の好きなフルーツをトッピングしてもらい、個性あふれるオリジナル

クレープがたくさんできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼食には子ども達が作ったカレーライスを頂きました。子ども達が切った野菜は、大きさや形

が様々で「これ私が切ったよ！」と嬉しそうに声をかけてくれました。 

普段はデコレーションケーキの納品を行っておりますが、これからも子ども達に喜んでもらえ

るケーキ作りを利用者さんと共に頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都いたはし学園：長濱 琴乃） 

 

PayPay でのお会計ができるようになりました！  
 

 いたはし学園では１０月からの増税及び、軽減税率が開始された関係もあり、 

「電子決済サービス」PayPay をスタートしました！！ 

現在は店舗、喫茶こぱん、バザー関係のみですが、今後は普段からご協力いただいている販売先

でもスタートができればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都いたはし学園：太田 敦之） 

 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【京都いたはし学園】 



4 

 

 

 

 

土曜開所イベントのご紹介①就労継続 B 型事業 

名曲たくさんの演奏会♬ 
 

毎月第 3 土曜日に開催している土曜開所日は、ご利用者と一

緒に色々なイベントを企画しています。 

今年度も、万華鏡つくりやビンゴ大会・ストラックアウトなど

バラエティーに富んだ内容を実施してきました。9 月は、ご利

用者の家族から紹介していただいた『グランドパパス＆クロー

バー』による演奏会を開催しました。 

エレキギター、エレキベース、ウクレレ、ウィンドシンセサイ

ザー、他にも見たことのない珍しい楽器の音色も聴かせていた

だきました。 

また、昭和の名曲をたくさん演奏してくださり、最後は皆で、大合唱で幕を閉じました！！ 

生演奏を聴きながら、歌って楽しめる、素敵な時間となりました♪ 

毎月大好評の土曜開所イベント！ 

12 月はクリスマス会、1 月は外部の方をお招きし、歌とお琴による演奏を予定しています。 

 

 

 

 

    やましな学園 就労継続支援Ｂ型事業：角 良子） 

 

 

土曜開所イベントのご紹介②生活介護事業 

たたみ二畳分の絵を描いています 
 

生活介護事業では、昨年に引き続き、年明けの絵画展に出品するため、畳２枚分の大きな絵を

みんなで描いています。土曜開所のプログラムの一つとして、出席したご利用者の皆さんに取り

組んでいただき、１つの画面に色々な要素の入った作品が出来あがりつつあります。今回は特に

テーマを決めず、思い思いに筆を運んでもらっているのですが、テーマやモチーフがなくても迷

いなく絵画表現ができる方が多いことにはいつも驚きます。 

来年の２月７日（金）～９日（日）の日程で「万華鏡ミュージアム」に併設されている「姉小路

館ギャラリー」にて、大勢で描いた大きな絵画とご利用者の個人作品を展示する予定にしていま

す。足をお運び頂けると幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市やましな学園 生活介護事業：東海林 勝） 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ① 【京都市やましな学園】 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1570588288/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXN0b2NrcGhvdG8uY29tL2pwLyVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OC8lRTklOUYlQjMlRTclQUMlQTY-/RS=%5eADB785lfilJYOJkNo1RrPxb3x10xjw-;_ylt=A2RivbEA9ZtddEYAZBaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569463764/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lpYy5jaWFwci5vcmcvMDZtdXJhdWNoaS1kZW5raTJkMjcwNjJhNDk1NzA1NDUxMjcxMg--/RS=%5eADBzijS1HsqPNJA9DRjRAEurGySiDw-;_ylt=A2RCD1BTzIpdoH4AIi6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569455886/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zYXZlaWcuY29tL2ppbnNlaWljaGlyby8_bGFuZz1tcw--/RS=%5eADBdoIDcY3WjRRAZCG5_wwZ4BVmcdU-;_ylt=A2RimVSNrYpd4CUAFQKU3uV7
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ハロウィン＆新幹線トワイライトバーを開催しました 
 
 １０月２７日（日）に京都東野障害者福祉センターにおいて、「ハロウィン＆新幹線トワイライ

トバー」を開催しました。 

 今回、山科エリアの各施設から地域貢献プロジェクトメンバーが集まり、企画から当日の運営

に至るまで皆が知恵を出し合い、楽しいイベントとなりました。企画段階から管理職はあまり関

わらず、プロジェクトメンバーが主体となって取り組んでもらえたことは大変有意義であり、今

後、他職員にも地域貢献に関心が高まり、派生していけば大変ありがたいことだと思います。 

当日の来場者は、途切れることなく過去のイベントの中でも最高人数で 140 名でした。仮装グ

ッズもたくさん用意し、好みのグッズを身に着け、笑顔で写真を撮ったり、缶バッジやスヌーズ

レンも大人気で子どもたちが一杯集まっていました。また、屋上階では新幹線を眺めながらお酒

を飲み、新幹線談話に花が咲いていました。 

プロジェクトメンバーたちは朝から準備し、大変だったかもしれませんが、地域の子どもたち

や大人たちに喜んでもらえたこと、また、職員自身も楽しむことができたことは、今後の地域貢

献につながるものと思います。              

 

 

村上圭子京都市副市長が東野障害者福祉センターを 
視察いただきました。 

 

 前日の「ハロウィン＆新幹線トワイライトバー」の余韻も冷めない中、１０月２８日（月）午

前１０時３０分、保健福祉分野を所管されている村上副市長が、市 OB 西田常務理事の激励も兼

ねて、東野センターを訪問されました。 

当日は、御利用者向けのハロウィン祭を開

催中で、「スヌーズレンルーム」や屋上から至

近距離での新幹線も体験されました。 

村上副市長からは、「ご説明を伺いながら新

しい施設や設備を体感できました。ハロウィ

ン行事にて職員の皆様が利用者の方々を温か

く支えておられるご様子も大変勉強になりま

した。」とのコメントをいただきました。 

法人のノウハウが蓄積された最新の施設

を、市最高幹部の方に視察いただいたことは、

大変励みになります。 

（地域交流スポット楽：髙橋憲二） 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ② 【東野センター】 
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スウェーデンとデンマークに行ってきました！ 
 

 ９月２５日（水）～10 月４日（金）までの１０日間、公益財

団法人社会福祉振興・試験センターが主催する「民間社会福祉施

設職員等海外研修・調査」に参加しました。 

 

 今回、当法人から初めての海外研修参加となり、一職員として

とても貴重な機会を与えて頂きました。まずは長期不在を快く送

り出して下さった同僚のみなさん、費用面の相談等をさせて頂い

た法人事務局のみなさんに、御礼申し上げます。そして１０日間

で様々な場所を視察してきたので、11 月号から法人ニュースに

て連載で報告をします。しばらくの間、お付き合いよろしくお願

い致します。 

 

 まずは北欧と言えば、何を思い浮かばれるでしょうか？きっとみなさん「福祉先進国で、福祉 

制度が進んでいる」と答えられると思います。私もそのイメージでした。ただ、なんとなく気に 

なっていても、細かいところがわからない、どうやって高負担高福祉が形成されているのか、ま 

た幸福度ランキングも高い国民の意識はどうなっているのか…それらを知りたくて、今回の研修 

に申込みました。 

 

申込みの経緯について、民間社会福祉施設職員等海外研修・調査は毎年開催されており、高齢 

者福祉 2 グループ、障害児者福祉１グループ、児童福祉１グループの計４グループで、ヨーロッパ、

北米、オセアニアから毎年順番で訪問エリアが変わります。今年の障害児者福祉はヨーロッパ（ 

北欧）でした。個人的にも数年の内には海外研修に行きたいと思っていたので、４月に行政から 

のメールで募集を知り、申込みを行い、無事に決定通知が届いた時はとてもうれしく思う反面、 

研修として行かせて頂くことからも身が引き締まる思い

でした。 

 

グループは、北は北海道、南は長崎まで、全国津々浦々

から１０名が参加。さらに厚労省で勤められ、今は福井県

の法人理事長である団長と、試験センター職員、旅行会社

添乗員の計１３名で渡航しました。 

 

今回の研修で一番印象に残ったことは自身のノーマラ

イゼーションの価値観が変わったことです。それについては次月以降…次月はスウェーデンの福祉

制度について報告します。洛南エリアでは報告会をご利用者、職員向けで、また、他エリアでも職

員向けをそれぞれ開催予定です！ 

 

    （京都市洛南身体障害者福祉会館：安江 朋香） 

 

北欧研修報告①  【はじめに】 

<最終日デンマークにて>  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDgMHYnaDkAhXsKqYKHSCdAWsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.asahi-net.or.jp/~mf4n-nmr/hokuou.html&psig=AOvVaw0GQo0MZaUlg2CxHZpaJwYG&ust=1566898124068792
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愛着障害とは… 
昨今、「愛着障害がありますよね」という会話を支援の現場で聞くことが多くなってきています

が、皆さんは「愛着障害」という言葉を知っていますでしょうか。私が知るきっかけになったのは

10 年前程に関わったある虐待のケースでした。 

 関わり始めた時に、なぜこんなにも人の顔色ばかり気にするのか、なぜ考え方が両極端なのか。な

ぜこんなにも傷つきやすいのか…。また支援者が冷静でなくなりのめりこんだり、はたまた恋愛関係

になってしまったり…。あれだけ拒否していた母と内緒で連絡をとっていたり…と。非常に頭を悩ま

せたケースがでしたが、その背景を知ろうと勉強をする中で「愛着障害」という言葉に出会い、より

学びを進めるきっかけとなりました。愛着を知る事は、人の弱さを知り、強さを知る事につながりま

す。今回は簡単にではありますが、愛着障害とは何か…について見ていきたいと思います。 

 

 まず愛着とは… 

 「アタッチメント」ともいいますが、ある特定の存在に対する特別な結びつきです。出生してから

養育者の間に育まれる情動的な結びつきとも言えます。安心感や安全感、なんとも表現できない温か

かな結びつきの事を指します。新生児の時から愛着の形成は始まっていますが、生後 6 ヶ月から１歳

半くらいまでが愛着形成の重要な時期であり、その時期を過ぎるとスムーズにいかなくなると言われ

ています。 

愛着の重要性とは… 

安定した状況や環境に恵まれる事ができれば、子が助けを求めた時には慰めや抱擁を与える事で特

別な絆、愛着が育まれます。子はいつも親にくっついていようとして、その事で親は外敵から守ろう

とする。メアリーエインスワースは、その親が「安全基地」としての機能を果たしている事を見出し

ました。安全基地として作用する事で、子どもは外の世界に対して興味を示し探索するようになりま

す。また安全基地がある事で安全感から安心感が生まれ、基本的信頼感と呼ばれる感覚が育まれ、そ

の事で人は自分の助けになってくれるものだと信じる事ができるようになります。つまり人を信頼す

る事ができ、自分を大事にする事が出来るようになります。 

反対に安定した環境に恵まれない状況であると、例えば死別や離別、虐待等の環境であれば、愛着

の形成が偏ることになります。特に虐待の場合だと「親が悪い」とはならず「そうされる自分が悪

い」と自己否定の認知を育む事になります。子どもは親を愛し求めようとする、そのために「自分が

悪い」という適応戦略をとり、なんとか愛情を得ようとする…。しかし得られない…。その経験が強

い愛情の飢餓体験となり、自分が愛されないのは自分が悪いもの…と強い自己否定感を育んでしまい

ます。自分を信頼する事ができず、人を信頼する事ができない。 

 

つまり愛着とは、自分を大事にする力、自己愛だとも言えます。 

「自己愛性パーソナリティ障害」の治療と研究を行っていたアメリカの精神分析医のハインツ・コ

フートによると、自己愛が健全に育つためには、親による自己愛の欲求が適度に満たされながら、ほ

どよく挫折を味わう事、その事で成熟した自己愛に形成されていくといわれています。 

愛着が偏る事で自己愛に傷が生じてしまう。人との関わりの中、人は成長していくのですが、この

偏りや傷から様々なパーソナリティのスタイルが形成されていく事になります。 

その偏り方や傷が大きいと、例えば境界性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害、演

技性パーソナリィ障害、反社会性パーソナリティ障害、妄想性パーソナリティ障害等として現れる事

があります。そのため、愛着形成はとても重要であり、愛着の視点は支援の中でとても大切な視点と

なります。 

では、そのようなケースに対峙した時には何をどうしたらいいのでしょうか。 

私がケースを通じて学んだ事は、前回 9 月号にも書きましたが、やはり共感を通じての信頼関係で

す。その事を支援の中でどのように具体化していくのかがという事が肝となりますので、その事は支

援の現場で皆様と一緒に考えて行きたいなと思っています！ 

紙面の都合で十分な説明ではありませんでしたが、「愛着」に関する本はたくさん出ていますの

で、支援に携わるものとして一度ご確認下さい！ 
 

（京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」：大塚秀樹） 

支援センターNEWS 【支援センターらくなん】 
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社会福祉法人京都障害者福祉センター 地域振興助成金事業 

 

 

   セミナー 

“想いをつなぎ、想いを託す” 

～『親心の記録Ⓡ』活用のススメ～ 

  “親なきあと”だけじゃない！ 

『我が子のトリセツ』という使い方 
 

 この度、京都市やましな学園では、ご自身が障がいのあるお子さんの親として『親な

きあと』を心配し、自分と同じように『親なきあと』を心配しているご家族のための活動

をされている、親心の記録Ⓡ公認アンバサダーの藤井奈緒氏を講師にお招きし、下記の内

容でセミナーを開催いたします。具体的なツールとして『親心の記録Ⓡ』を利用して一緒

に考えていきたいと思いますので、皆さまどうぞお誘い合わせのうえご参加いただきます

よう宜しくお願いします。 

 

日 時 １２月３日（火曜日） 

13：30～15：00 

会 場 山科合同福祉センター1 階会議室 

内 容 セミナー 

“想いをつなぎ、想いを託す”  

～『親心の記録Ⓡ』活用のススメ～ 

“親なきあと”だけじゃない！『我が子のトリセ

ツ』という使い方 

   講師 藤井 奈緒 氏（一般社団法人「親なきあと」相談室関西ネットワーク代表理事） 

主 催 社会福祉法人 京都障害者福祉センター 京都市やましな学園 

      連絡先：℡０７５－５９１－８８５２ （担当：永田）           

参加費 無料 
＊会場のスペースに限りがあり、定員 60名とさせていただきます。11/8（金）までに、以下の申

し込み用紙を切り取りお持ちいただくか、ＦＡＸ（ 075-591-8842）又はＥメール（ y-

gakuen@kyofc.or.jp）でお申し込みください。 

定員がいっぱいになった場合、お断りの連絡をさせていただきますので、ご連絡先もお知らせく

ださいますようお願いします。 

 

                き  り  と  り 

ご記入された個人情報は参加申し込み管理以外には一切使用しません。 申込締め切り 11月 8日(金) 

 

 

12/3（火）のセミナーに参加します。 

お名前 ご連絡先（電話・FAX・メール） 

  

質問欄 

 

国　道　１　号　線

ＪＲ　山科駅

渋　谷　街　道 状

線

京阪　山科駅

地下鉄山科駅

三　条　通

外

ＧＳ 環

山科合同福
祉センター「

地

蔵

寺

」

バ

ス
「
竹

鼻

」

バ

ス

西友

図書館の建物

の１Ｆです。 

PR コーナー① 【京都市やましな学園】 
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PR コーナー② 【地域交流スポット楽】 



10 

 

 

 

 

 

PR コーナー③ 【京都市洛南身体障害者福祉会館】 
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