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発行責任者発行責任者発行責任者発行責任者            林林林林    隆男隆男隆男隆男    

☆☆☆☆    通通通通    所所所所    利利利利    用用用用    しませんかしませんかしませんかしませんか        
＊＊＊＊    このこのこのこの作業所便作業所便作業所便作業所便りりりり、、、、上上上上のののの URLURLURLURL ホームページホームページホームページホームページでもでもでもでも    

ごごごご覧覧覧覧いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

    

写真写真写真写真はははは、、、、田貫田貫田貫田貫のののの上野上野上野上野さんのさんのさんのさんの畑見学畑見学畑見学畑見学のののの様子様子様子様子ですですですです。。。。    

☆☆☆☆    平日朝平日朝平日朝平日朝のののの 9時時時時 30分分分分～～～～昼昼昼昼のののの 3時時時時 30分分分分 

作業所作業所作業所作業所でででで楽楽楽楽しくおしくおしくおしくお仕事仕事仕事仕事しませんかしませんかしませんかしませんか 

毎日毎日毎日毎日でなくてもでなくてもでなくてもでなくても、、、、半日半日半日半日でもかまいまでもかまいまでもかまいまでもかまいませんせんせんせん 

無理無理無理無理をせずをせずをせずをせず、、、、気分転換気分転換気分転換気分転換のつもりでのつもりでのつもりでのつもりで 

貴方貴方貴方貴方のののの体調体調体調体調にににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、通通通通いませんかいませんかいませんかいませんか 

☆☆☆☆    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

＊＊＊＊    身体身体身体身体にににに障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方とととと 

＊＊＊＊    知的障害知的障害知的障害知的障害のあるのあるのあるのある方方方方はははは京北出張所京北出張所京北出張所京北出張所 

（（（（福祉担当福祉担当福祉担当福祉担当））））0771－－－－52－－－－1815     

＊＊＊＊    精神精神精神精神にににに障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方はははは京北出張所京北出張所京北出張所京北出張所

（（（（保健担当保健担当保健担当保健担当））））0771－－－－52－－－－1816     

又又又又はははは直接直接直接直接    作業所作業所作業所作業所へへへへ    0771－－－－52－－－－1945 ＊＊＊＊    福祉就職福祉就職福祉就職福祉就職フェアーフェアーフェアーフェアーにににに出展出展出展出展しますしますしますします    ＊＊＊＊        

＞＞＞＞＞＞＞＞        日日日日        誌誌誌誌        ＜＜＜＜＜＜＜＜ 
第第第第 2222 回回回回「「「「福祉職場就職福祉職場就職福祉職場就職福祉職場就職フェアーフェアーフェアーフェアー京都京都京都京都 2010201020102010    

日日日日    時時時時    11111111 月月月月 1111 日日日日（（（（月月月月））））12121212：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

会会会会    場場場場    京都市勧業舘京都市勧業舘京都市勧業舘京都市勧業舘    （（（（みやこめっせみやこめっせみやこめっせみやこめっせ））））    

TELTELTELTEL    075075075075－－－－762762762762－－－－2633263326332633        3333 階展示場階展示場階展示場階展示場    

京都市左京区岡崎成勝寺町京都市左京区岡崎成勝寺町京都市左京区岡崎成勝寺町京都市左京区岡崎成勝寺町 9999－－－－1111    

【【【【市営地下鉄市営地下鉄市営地下鉄市営地下鉄（（（（東山東山東山東山））））徒歩徒歩徒歩徒歩 10101010 分分分分】】】】    

主主主主    催催催催    京都労働局京都労働局京都労働局京都労働局．．．．京都府京都府京都府京都府．．．．ハローワークハローワークハローワークハローワーク西陣西陣西陣西陣    

京都府社会福祉協議会京都府社会福祉協議会京都府社会福祉協議会京都府社会福祉協議会．．．．京都府福祉人材京都府福祉人材京都府福祉人材京都府福祉人材・・・・研修研修研修研修センターセンターセンターセンター    

＊ 福祉の資格をお持ちの方、募集しています。    

来春卒業見込みの方、京北で働きませんか？ 

9月月月月 7日日日日    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畑畑畑畑のののの見学会見学会見学会見学会 

とてもとてもとてもとても手入手入手入手入れのれのれのれの行行行行きききき届届届届いたいたいたいた畑畑畑畑でででで創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫をされてをされてをされてをされて

いることいることいることいること、、、、勉強勉強勉強勉強になりましたになりましたになりましたになりました有難有難有難有難うううう御座御座御座御座いましたいましたいましたいました。。。。 

9日日日日    ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウス    さをりさをりさをりさをり織織織織りのりのりのりの見学見学見学見学 

創始者創始者創始者創始者「「「「城城城城みさをみさをみさをみさを」」」」ののののソフトソフトソフトソフトでででで渋渋渋渋いいいい織織織織りにりにりにりに感感感感 

16日日日日    今月今月今月今月のおのおのおのお誕生会誕生会誕生会誕生会    おおおお二人二人二人二人ににににケーキケーキケーキケーキ 

ととととカラオケカラオケカラオケカラオケでででで祝祝祝祝いましたいましたいましたいました。。。。 

30日日日日    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 

    

写真写真写真写真はははは    9999 月月月月 16161616 日日日日((((木木木木))))    おおおお誕生会誕生会誕生会誕生会でででで    

ケーキケーキケーキケーキのののの後後後後    カラオケカラオケカラオケカラオケ    ドラドラドラドラえもんをえもんをえもんをえもんを    

歌歌歌歌っているのはっているのはっているのはっているのは    林林林林    美真世美真世美真世美真世さんですさんですさんですさんです。。。。 

☆☆☆☆        京北京北京北京北のののの障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉のののの    向上向上向上向上にににに    ごごごご協力協力協力協力    

応援応援応援応援してしてしてして頂頂頂頂けるけるけるける方方方方    探探探探していますしていますしていますしています。。。。    

☆☆☆☆        定年定年定年定年されたされたされたされた方方方方、、、、子育子育子育子育てててて一段落一段落一段落一段落されたされたされたされた方方方方    

貴方貴方貴方貴方のののの力力力力をををを    作業所作業所作業所作業所にににに    おおおお分分分分けけけけ下下下下さいさいさいさい。。。。    

☆☆☆☆        ごごごご自身自身自身自身ののののキャリアキャリアキャリアキャリアをををを活活活活かしかしかしかし、、、、地域地域地域地域のためにのためにのためにのために    

    役立役立役立役立てようとおてようとおてようとおてようとお考考考考えのえのえのえの方方方方、、、、貴方貴方貴方貴方のののの知知知知恵恵恵恵とととと    

善意善意善意善意をおをおをおをお貸貸貸貸しししし下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

★★★★                私達私達私達私達    NNNN    PPPP    OOOO    しゃくなげしゃくなげしゃくなげしゃくなげ    はははは    

会員会員会員会員をををを募集募集募集募集    しておりますしておりますしておりますしております。。。。    



 

              ＞＞＞＞＞＞＞＞    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    ＜＜＜＜＜＜＜＜    

＞＞＞＞    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    設立設立設立設立にむけてにむけてにむけてにむけて    ＜＜＜＜ 

 

＊＊＊＊    「「「「    成年後見成年後見成年後見成年後見    」」」」    二二二二つのつのつのつの制度制度制度制度    ＊＊＊＊    

住み慣れたこの地域の一員として 

親亡き後も、いつまでも安心して暮らせ

るように、グループ(ケア)ホームを造り 

ませんか？ ＊＊＊＊    今回行今回行今回行今回行けないけないけないけない方方方方もももも、、、、    

    連絡連絡連絡連絡おおおお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。 

＊＊＊＊    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    ＊＊＊＊ 

日  時 10 月 19 日(火) 13 時出発 

集合場所 しゃくなげ共同作業所 

行  先 グループホーム光、賀陽 

締め切日 10 月 14 日（木）  

募集人員 6 名 応募者多数の場合は 

来月に再び行います。 

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    からのからのからのからの    

＊＊＊＊    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    ＊＊＊＊    

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        

（右京区内福祉施設） 

手作り産品 展示即売会を開きます。 

日 時 10 月 28 日（木）10 時～16 時 

場 所 右京区役所 一階区民ホールにて 

みなさん ぜひ お立ち寄り下さい。 

    

＞＞＞＞    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．．．．任意後見制度任意後見制度任意後見制度任意後見制度    

    いまいまいまいま、、、、元気元気元気元気なななな人人人人のための制度です。 

＊ 後見人はご本人が、 

自分で自由に選びます。 

＊ 後見人に任せる仕事の内容は、 

ご本人が公正証書による契約書に 

明記します。 

＊ 公正証書を作成するとき、 

公証人が関わります。 

＊ 後見監督人が任命され、 

後見人の仕事を監督します。 

２２２２．．．．法定後見制度法定後見制度法定後見制度法定後見制度    

すでにすでにすでにすでに、、、、痴呆痴呆痴呆痴呆のののの症状症状症状症状がががが出出出出たたたた人人人人やややや、、、、    

判断力判断力判断力判断力がががが低下低下低下低下したしたしたした人人人人のための制度です。 

＊ ご本人の状態により「「「「後見後見後見後見・・・・補佐補佐補佐補佐・・・・

補助補助補助補助」」」」のいずれかを選択します。 

＊ 後見人は、家庭裁判所が選びます 

＊ 後見人の役割と仕事の範囲は、 

法律で決められております。 

＊ 制度利用の全般について、 

家庭裁判所が関わります。 

＊ 後見人は、行なった仕事を 

家庭裁判所に直接報告します。 

次回次回次回次回はははは    成年後見成年後見成年後見成年後見のののの    利用手続利用手続利用手続利用手続きききき    についてについてについてについて    

お問い合わせは 京都家庭裁判所 又は 

市民後見市民後見市民後見市民後見センターセンターセンターセンターきょうときょうときょうときょうと    へへへへ 

TELTELTELTEL：：：：075075075075－－－－361361361361－－－－8567856785678567    

～～～～    今後今後今後今後のののの予定予定予定予定    ～～～～    あらゆる場所の拭き掃除には 

（500 倍希釈）薄めてご利用下さい。 

・トイレ掃除・床の拭き掃除・自動車の

拭き磨きに・窓ガラスの拭き掃除除・ 

静電気防止で汚れが付きにくくなりす。

錆び止め．防カビ効果もあります。 

注）薄めたものは、2～３日で使い切ってください。    

10 月 5 日(火) 精神家族会 茶話会 

15 日(金) お誕生日会 

 秋の日帰り研修旅は諸般の事情により

中止になりました。 

    22 日(金) 民生委員さん達との交流会 

28 日(木) サンサ右京 福祉屋台 


