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＊ 作業所に
作業所に来ませんか？
ませんか？
☆ こころの病
こころの病で閉じこもりがちな方
じこもりがちな方
☆ 知的障害であきらめている
知的障害であきらめている方
であきらめている方
☆ 身体の
身体の障害でどうにかならないか
障害でどうにかならないか
と思っている方
っている方 社会参加
社会参加しませんか？
しませんか？
このような方
このような方を対象に
対象に、始めは見学
めは見学から
見学から
次 は 体験通所 楽 しく作業
しく 作業をしながら
作業 をしながら少
をしながら 少
し自信が
自信が付いてから、
いてから、利用して
利用して下
して下さい。
さい。
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身体、
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みやこめっせ）
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民生委員さんとの交流会
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＞＞ 10 月 の 日誌 ＜＜
10 月 5 日（火）精神家族会 茶話会・
茶話会・
京北出張所にて
京北出張所にて 2 家族・
家族・保険担当・
保険担当・うきょう他
うきょう他

15 日（金）職員 お別れ会

当作業所での
当作業所での
経験を
かして下
さい。
経験を、今後の
今後の人生に
人生に活かして
下さい
。

福祉の
福祉の資格と
資格と経験ある
経験ある方
ある方、募集しています
募集しています。
しています。

二名の
二名の方、ご苦労さまでした
苦労さまでした。
さまでした。

3 日（木・祭）京北ふるさと
京北ふるさと祭
ふるさと祭り 出店
8 日（月）～12
）～12 日（金）中学生職場体験
9 日 (火
(火) 心のふれあいネット
のふれあいネット会議
ネット会議
15 日（月）お誕生日会
18 日 (木
(木) きょうされん 要望懇談会
30 日（木）イオン五条
イオン五条 展示即売会
展示即売会

19 日（火）グループホーム見学会
グループホーム見学会
（社）京都光彩の
京都光彩の会（光、賀陽）
賀陽）の中條様
世話人様ありがとうございました
世話人様ありがとうございました。
ありがとうございました。
写真は
写真は ふるさと祭
ふるさと祭り のひとこまです
ひとこまです。
です。

☆ ふるさと祭
ふるさと祭り ☆
私達 しゃくなげ共同作業所
しゃくなげ共同作業所 も出店
お買い上げありがとうございました。！！
げありがとうございました。！！
22 日（金）民生委員さん
民生委員さんとの
さんとの交流会
との交流会
畑作業と
畑作業と昼食の
昼食の収穫カレー
収穫カレー、
カレー、その後
その後の交流会
ふうせんバレー
ふうせんバレー．
バレー．みんなで歌
みんなで歌おう．
おう．ビンゴゲ
ームなど
ームなど楽
など楽しく過
しく過ごしました。
ごしました。畑の作業を
作業を、
お手伝いして
手伝いして頂
きありがとうございました。
いして頂きありがとうございました。

25 日（月）花降る
花降る里けいほく設立総会
けいほく設立総会
京北が
京北が、気持ちひとつになって
気持ちひとつになって！
ちひとつになって！地域ごと
地域ごと、
ごと、
季節ごとに
季節ごとに花
ごとに花いっぱいになったらいいな。
いっぱいになったらいいな。

26 日（火）中学生体験学習．
中学生体験学習．事前説明
28 日（木）サンサ右京
サンサ右京 福祉屋台
右京福祉施設 手作り
手作り産品 展示即売会
29 日（金）お誕生日会

グループホーム見学会
グループホーム見学会について
見学会について

＞

その他
その他の取り組み ＜

今回訪問した（社）京都光彩の会 が運営する
グループホーム｢光｣ とは共同生活の場で自立した
生活ができるよう支援する施設です。
〇 開所日＝平成 17 年 1 月 〇 定員＝5 名
〇 入居条件＝昼間生活の場
（福祉的就労を含む）を持っている事。
〇 利用料＝一人あたり一ヶ月 47.400 円～54.600 円
（家賃・食費・光熱水費を含む）
〇 食事＝月曜日～金曜日の夕食のみ
〇 職員＝世話人 1 名・生活支援員 1 名
＞ 見学を
見学を終えて ＜
〇 お部屋＝4 畳半・5 畳・8 畳×２・9 畳 の 5 部屋
今回見学したグループホームは
はワンルームマンションの 3 階を家主さんのご好意で、
＊ 生活支援員(介護)を配置した
全面改装して個室の 5 部屋はダイニングキッチンを
ケアホームです。
取り囲むように造られています。
職員は他にサービス管理責任者
が個別支援計画を行ないます。
次に訪問した グループホーム｢賀陽｣ とは 地域社会
＊ 精神の方の施設であり、症状が
に根をはり、花を咲かせる貴方を・・・共同生活の場で、
よくなった方はここを出て自宅に
自立した生活ができるように、支援します。
帰られる方、別のアパートなどで一
〇 入居条件＝昼間生活の場
人暮らしをする方など、また病気な
（福祉的就労を含む）を持っている事。
どで入院が長引くなどの場合は、
〇 利用料＝一ヶ月 52.000 円
一旦契約は解除するとの事で、
（家賃・食費・光熱水費を含む）
終の住まいにはなりません。
〇 食事＝平日：朝・夕のみ（土・日・祝は除く）
＊ グループホームによっては、入
〇 職員＝世話人 1 名・生活支援員 1 名
居条件である就労は、していなくて
〇 お部屋＝四畳半（洋室）6 室 〇 定員 6 名
も入れます。次回は知的障害者の
路地にあり 出入り口を入ると庭があり、平屋の建物は
ケアホームを見学に行きましょう。
個室が広いダイニングキッチンの周りに配置され
入居者は自炊も出来るようになっています。
＊ 成年後見制度
成年後見制度について
後見制度について
またよき理解者である家主のおばあちゃんが、
世話人をして下さっています。
今月は利用のしかたを書く予定
路地の中に在るため、とても静かでよい環境です。
でしたが紙面が足りません。そこで
DVD 成年後見制度の
成年後見制度の鑑賞と
鑑賞と貸し出し
＊

＊

支え合う社会をつくるために

＊

ドラマ〈それぞれの幸福〉

この度、誰にでも分かるように、こ
の制度の解説と分かりやすいドラ
マの DVD を 2 本購入致しました。
☆ 平日、作業所で午後四時から
無料で鑑賞出来ます。
（二名以上）
☆ グループ、団体には貸し出し
も行なっています。（無料）
☆ いずれも事前に、電話にて
お気軽にお申し込みください。

