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＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞    開所開所開所開所    日時日時日時日時    ＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜    

＊＊＊＊    開所日開所日開所日開所日    毎週毎週毎週毎週    月曜日月曜日月曜日月曜日    からからからから    金曜日金曜日金曜日金曜日 

        時間時間時間時間        朝朝朝朝 8時時時時    からからからから    夕方夕方夕方夕方 5時時時時 

休日休日休日休日        毎週毎週毎週毎週    土曜日土曜日土曜日土曜日、、、、日曜日日曜日日曜日日曜日、、、、祭日祭日祭日祭日 

おおおお盆休盆休盆休盆休みみみみ 8月月月月 14日日日日～～～～16日日日日 

年末年始年末年始年末年始年末年始のおのおのおのお休休休休みみみみ 12月月月月 29日日日日～～～～1月月月月 3日日日日 

但但但但しししし    11月月月月 3日日日日（（（（祭祭祭祭））））のののの    ふるふるふるふるさとさとさとさと祭祭祭祭りりりり 

などなどなどなどイベントイベントイベントイベント、、、、行事行事行事行事にはにはにはには参加参加参加参加いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 
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＊＊＊＊    作業所作業所作業所作業所    のののの    一日一日一日一日    ＊＊＊＊    （（（（    作業時間作業時間作業時間作業時間    午前午前午前午前 9999 時時時時 30303030 分分分分～～～～午後午後午後午後３３３３時時時時 30303030 分分分分    ））））    

        

9999 時時時時 30303030 分分分分～～～～40404040 分分分分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝朝朝朝のののの会会会会    

9999 時時時時 40404040 分分分分～～～～10101010 時時時時 30303030 分分分分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    作業作業作業作業            

10101010 時時時時 30303030 分分分分～～～～45454545 分分分分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    休憩休憩休憩休憩    

10101010 時時時時 45454545 分分分分～～～～55555555 分分分分・・・・・・・・    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操    

10101010 時時時時 50505050 分分分分～～～～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・作業作業作業作業    

12121212 時時時時～～～～13131313 時時時時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    昼休昼休昼休昼休みみみみ    

        

13131313 時時時時～（～（～（～（月月月月．．．．水水水水．．．．木木木木．．．．金金金金））））・・・・・・・・昼迎昼迎昼迎昼迎ええええ出発出発出発出発    

13131313 時時時時～～～～14141414 時時時時 20202020 分分分分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    作業作業作業作業    

14141414 時時時時 20202020 分分分分～～～～35353535 分分分分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    休憩休憩休憩休憩    

14141414 時時時時 35353535 分分分分～～～～15151515 時時時時 30303030 分分分分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・作業作業作業作業    

15151515 時時時時 30303030 分分分分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    終終終終りのりのりのりの会会会会    

15151515 時時時時 40404040 分分分分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・清掃清掃清掃清掃        
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＊＊＊＊    ボランティアボランティアボランティアボランティアさんさんさんさん募集募集募集募集    ＊＊＊＊    

☆☆☆☆    作業所作業所作業所作業所にににに興味興味興味興味をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方でごでごでごでご自身自身自身自身のののの    

経験経験経験経験をををを活活活活かしかしかしかしてててて頂頂頂頂けるけるけるける方方方方。（（（（週週週週 1111 回回回回    程度程度程度程度））））    

☆☆☆☆    通所者通所者通所者通所者さんのさんのさんのさんの送迎送迎送迎送迎できるできるできるできる方方方方（（（（謝礼謝礼謝礼謝礼ありありありあり））））    

送迎時間送迎時間送迎時間送迎時間 8 8 8 8 時時時時 30303030 分分分分～、～、～、～、13131313 時時時時～、～、～、～、15151515 時時時時 40404040 分分分分～～～～    

☆☆☆☆    ボランティアボランティアボランティアボランティア保険加入保険加入保険加入保険加入していますしていますしていますしています。。。。    

    安心安心安心安心してしてしてして参加参加参加参加してしてしてして頂頂頂頂けますけますけますけます。。。。     

＜＜＜＜    送迎送迎送迎送迎サービスサービスサービスサービスについてについてについてについて    ＞＞＞＞    （（（（    通所通所通所通所・・・・送迎規約送迎規約送迎規約送迎規約をををを確認確認確認確認のうえのうえのうえのうえ利利利利用契約用契約用契約用契約書書書書をををを提出提出提出提出    ））））    

通所規約通所規約通所規約通所規約    １１１１．．．．京北在住京北在住京北在住京北在住のののの通所希望者通所希望者通所希望者通所希望者はははは、、、、就労訓練就労訓練就労訓練就労訓練のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして出来出来出来出来るるるる限限限限りりりり本人自身本人自身本人自身本人自身がががが、、、、            

徒歩又徒歩又徒歩又徒歩又ははははバスバスバスバス（（（（障害者手帳障害者手帳障害者手帳障害者手帳のののの提示提示提示提示でででで無料無料無料無料））））をををを利用利用利用利用してしてしてして通所通所通所通所することすることすることすること。。。。    

                        ２２２２．．．．バスバスバスバスのののの利用利用利用利用がががが極極極極めてめてめてめて困難困難困難困難なななな方方方方はははは以下以下以下以下のののの要件要件要件要件にににに当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、、、、    

無料送迎無料送迎無料送迎無料送迎をををを行行行行ないますないますないますないます。。。。    

    □□□□    ①①①①    障害障害障害障害のためのためのためのため介護介護介護介護がががが必要必要必要必要なななな方方方方                    □□□□    ⑤⑤⑤⑤    イベントイベントイベントイベント・・・・行事行事行事行事などによるなどによるなどによるなどによる利用利用利用利用    

    □□□□    ②②②②    障害障害障害障害のためのためのためのため歩行歩行歩行歩行がががが極極極極めてめてめてめて困難困難困難困難なななな方方方方        □□□□    ⑥⑥⑥⑥    本人本人本人本人のののの体調不良体調不良体調不良体調不良などによるなどによるなどによるなどによる送送送送りりりり    

    □□□□    ③③③③    自宅自宅自宅自宅からからからからバスバスバスバス停停停停までがまでがまでがまでが遠遠遠遠いいいい場合場合場合場合                                

□□□□    ④④④④    バスダイヤバスダイヤバスダイヤバスダイヤ等等等等によるによるによるによる通所通所通所通所がががが極極極極めてめてめてめて困難困難困難困難なななな場合場合場合場合    



                                                        ＊＊＊＊    そのそのそのその他他他他のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    ＊＊＊＊    

＞＞＞＞    野菜野菜野菜野菜のののの販売販売販売販売    ＜＜＜＜    ＞＞＞＞    事事事事    業業業業    日日日日    誌誌誌誌    ＜＜＜＜        

    5555 月月月月のののの連休連休連休連休あけにあけにあけにあけに    

民生委員民生委員民生委員民生委員さんのさんのさんのさんの協力協力協力協力のもとのもとのもとのもと、、、、    

植植植植えたえたえたえた夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜がががが収穫収穫収穫収穫できできできでき    

ウッディウッディウッディウッディーーーー京北京北京北京北でででで販売販売販売販売してしてしてしていいいいますますますます。。。。    

万願寺万願寺万願寺万願寺        １１１１袋袋袋袋        100100100100 円円円円    

    キューリキューリキューリキューリ    １１１１袋袋袋袋        150150150150 円円円円    

    茄子茄子茄子茄子            １１１１袋袋袋袋        150150150150 円円円円    

＊ 土土土土ににににＥＭＥＭＥＭＥＭボカシボカシボカシボカシをををを混混混混ぜてぜてぜてぜて    

作作作作っていますっていますっていますっています。。。。    

（（（（土壌改良剤土壌改良剤土壌改良剤土壌改良剤としてとしてとしてとして使用使用使用使用））））    

７７７７月月月月 8888 日日日日（（（（木木木木））））京北京北京北京北・・・・美山美山美山美山    障害者障害者障害者障害者スポーツスポーツスポーツスポーツ交流会交流会交流会交流会    

花背山村都市交流花背山村都市交流花背山村都市交流花背山村都市交流のののの森森森森    森愛舘森愛舘森愛舘森愛舘ででででグランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフをををを行行行行なななな

いましたいましたいましたいました。。。。美山美山美山美山のののの南丹社協南丹社協南丹社協南丹社協ととととワークスワークスワークスワークスびびびびびびびび    からからからから 20202020 名名名名        

京北京北京北京北のののの身障友身障友身障友身障友のののの会会会会ととととしゃくなしゃくなしゃくなしゃくなげからげからげからげから 13131313 名名名名参加参加参加参加、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく交流交流交流交流ささささ

せてせてせてせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。作業所同士作業所同士作業所同士作業所同士でもでもでもでも行行行行ないたいとないたいとないたいとないたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

7777 月月月月 20202020 日日日日（（（（火火火火））））避避避避    難難難難    訓訓訓訓    練練練練        

①①①① 休憩室休憩室休憩室休憩室からからからから出火出火出火出火とのとのとのとの想定想定想定想定でででで避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練をををを行行行行ないましたないましたないましたないました。。。。    

②②②② １１９１１９１１９１１９番番番番のののの通報通報通報通報のののの仕方仕方仕方仕方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（（（（職員訓練職員訓練職員訓練職員訓練））））    

③③③③    DVDDVDDVDDVD 鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（（（（火災時火災時火災時火災時、、、、あなたはどうするあなたはどうするあなたはどうするあなたはどうする））））    

    小規模福祉施設小規模福祉施設小規模福祉施設小規模福祉施設におけるにおけるにおけるにおける避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練のののの方法方法方法方法    

＊＊＊＊    グループホームグループホームグループホームグループホームのののの制度制度制度制度としくみとしくみとしくみとしくみ    ＊＊＊＊    EMEMEMEM 活性液活性液活性液活性液    のののの使使使使いいいい方方方方        

①①①①    夜夜夜夜コッコッコッコッププププ 1111 杯杯杯杯、、、、流流流流しししし台台台台からからからから流流流流すだけですだけですだけですだけで・・・・・・・・

桝桝桝桝のののの悪臭悪臭悪臭悪臭ととととヘドロヘドロヘドロヘドロがががが分解分解分解分解されされされされ、、、、掃除掃除掃除掃除がががが楽楽楽楽になになになにな

りますりますりますります。。。。浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽にもにもにもにも使用使用使用使用でででできますきますきますきます。。。。    

    

②②②② 畑畑畑畑にはにはにはには・・・・・・・・・・・・野菜野菜野菜野菜やややや

花花花花のののの土土土土にににに活性液活性液活性液活性液のののの千千千千

倍液倍液倍液倍液をををを 3333 日日日日にににに 1111 回回回回程程程程

度散布度散布度散布度散布するするするするとふかふとふかふとふかふとふかふ

かとしたかとしたかとしたかとした、、、、よりよりよりより良質良質良質良質

のののの土土土土になりますになりますになりますになります。。。。    

ＵＵＵＵ－－－－ネットネットネットネット～～～～右京障害者右京障害者右京障害者右京障害者ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

1111，，，，グループホームグループホームグループホームグループホーム（（（（共同生活援助共同生活援助共同生活援助共同生活援助））））はははは    

        日常生活日常生活日常生活日常生活のののの相談相談相談相談がががが必要必要必要必要なななな者者者者にににに対対対対してしてしてして    

世話人世話人世話人世話人がががが家事家事家事家事のののの援助援助援助援助をををを行行行行なうなうなうなう    

入居条件入居条件入居条件入居条件としてとしてとしてとして    昼間昼間昼間昼間のののの生活生活生活生活のののの場場場場    

（（（（福祉就労福祉就労福祉就労福祉就労をををを含含含含むむむむ））））をををを持持持持っていることっていることっていることっていること。。。。    

2222，，，，ケアホームケアホームケアホームケアホーム（（（（共同生活介護共同生活介護共同生活介護共同生活介護））））ではそのではそのではそのではその他他他他にににに、、、、    

食事食事食事食事、、、、入浴入浴入浴入浴、、、、排泄排泄排泄排泄などのなどのなどのなどの介護介護介護介護をををを生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員がががが

行行行行うううう、、、、利用者利用者利用者利用者はははは障害程度障害程度障害程度障害程度区分区分区分区分２２２２以上以上以上以上のののの者者者者    

3333，，，，夜間夜間夜間夜間のののの支援体制支援体制支援体制支援体制ははははケアホームケアホームケアホームケアホームのみのみのみのみ    

4, 4, 4, 4, いずれもいずれもいずれもいずれもサービスサービスサービスサービス管理責任者管理責任者管理責任者管理責任者がががが個別支援計画個別支援計画個別支援計画個別支援計画

をををを作成作成作成作成しししし日中活動日中活動日中活動日中活動などなどなどなど外部外部外部外部ののののサービスサービスサービスサービスとのとのとのとの連連連連

絡調整絡調整絡調整絡調整をするをするをするをする。。。。    

☆☆☆☆    一人一人一人一人ではではではでは生活生活生活生活できないのでできないのでできないのでできないので、、、、いつかはいつかはいつかはいつかは    

グループホームグループホームグループホームグループホームにににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと、、、、おおおお考考考考えのえのえのえの方方方方    

１０１０１０１０月月月月ににににグループホームグループホームグループホームグループホーム見学会見学会見学会見学会をををを行行行行ないますないますないますないます。。。。    

            申申申申しししし込込込込みみみみ、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせはははは    

電話電話電話電話    ０７７１０７７１０７７１０７７１－－－－５２５２５２５２－－－－１９４５１９４５１９４５１９４５    （（（（担当担当担当担当・・・・林林林林    迄迄迄迄））））    

＊＊＊＊    EMEMEMEM ボカシボカシボカシボカシ    のののの使使使使いいいい方方方方    

①①①① 生生生生ゴミゴミゴミゴミ用用用用ののののコンポストコンポストコンポストコンポスト    

にににに EMEMEMEM ボカシボカシボカシボカシをををを入入入入れるとれるとれるとれると    

発酵発酵発酵発酵しししし、、、、良質良質良質良質のののの肥料肥料肥料肥料になるになるになるになる。。。。    

②②②② ぬかぬかぬかぬか漬漬漬漬けのけのけのけの床床床床にににに入入入入れるとれるとれるとれると    

味味味味がまろやかになりますがまろやかになりますがまろやかになりますがまろやかになります    

おおおお試試試試しししし下下下下さいさいさいさい。。。。    

手作手作手作手作りりりり産品販売産品販売産品販売産品販売・・・・福祉展示会福祉展示会福祉展示会福祉展示会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

サンササンササンササンサ右京右京右京右京        福祉屋台福祉屋台福祉屋台福祉屋台・・・・・・・・・・・・    8888 月月月月 26262626 日日日日（（（（木木木木））））    

イオンイオンイオンイオン五条店五条店五条店五条店    展示即売会展示即売会展示即売会展示即売会・・・・・・・・9999 月月月月 30303030 日日日日（（（（木木木木））））    

 

写真写真写真写真はははは    7777 月月月月 22222222 日日日日    右京区役所右京区役所右京区役所右京区役所    1111 階階階階        

ロビーロビーロビーロビーににににおいておいておいておいて    10101010 時時時時～～～～16161616 時時時時    開催開催開催開催 

    

    京北京北京北京北でのでのでのでの販売店販売店販売店販売店    

道道道道のののの駅駅駅駅・・・・・・・・ウッディウッディウッディウッディーーーー京北京北京北京北    

京北病院京北病院京北病院京北病院・・・・・・・・・・・・・・・・ゆうゆうゆうゆう薬局薬局薬局薬局    

 
EMEMEMEM ボカシボカシボカシボカシ    

            200200200200 円円円円    

EMEMEMEM 活性液活性液活性液活性液    

            390390390390 円円円円    


