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☆ 身体、心でお悩みの方 作業所にきませんか
しゃくなげ共同作業所は、みなさんが「働く」ことを
通じて自分の持てる力を発揮し、社会で必要な人と
して認められ、地元京北で自分らしく、こころ豊かな
生活をしていけるよう応援します。
そして、いつまでもやりがいをもって働きつづけること
を支援していきたいと考えています。
一度 「しゃくなげ」に、見学にこられませんか。
お問合せ先

京北出張所

＊ 知的、身体の方は、福祉担当 ℡ ５２－１８１５
＊ 精神の方は、
保健担当 ℡ ５２－１８１５
＊ または、直接当作業所へ
℡ ５２－１９４５

11月1日
3日
15日
18日
20日
30日

※

《 十一月の
十一月の日誌 》
就職フエアーに出店しました。
サービス管理責任者 募集しています。
京北ふるさとまつりデース。
売上３０，２１９円有難うございました。
お誕生日会 皆でお祝いしました。
きょうされん 京都市との要望懇談会
植物園 出店販売 場所が少し悪かった？
（紅葉の季節なので好調でした）
こころのふれあい交流学習会（サンサ右京）
Uネット（イオン はな）第27回展示即売会
ミニ布ぞうりの製作実演

中学生の
中学生の「生き方探求・
方探求・チャレンジ体験
チャレンジ体験」
体験」
職 場 体 験 の 現 場 風 景

新職員の紹介
新職員です。
新庄
です

新庄
でー

写真
廣海です
平元です

平元です

新しく職員が加わり、理事長含め全部
で、８人の新メンバーで運営して
いきます。今までの良い所は残しつつ
少しでも良くなる様に努力していき
ますので、今後とも、今までと同様に
宜しくお願いします。
平元 収 （○○
（○○おじさん
○○おじさん）
おじさん）
利用者さんと共にはばたき
まだまだ成長していきます。
新庄 泰子 （笑顔
（笑顔が
笑顔がキユート）
キユート）
いつまでも初心を忘れずに
頑張ります。
廣海 充南子 （超
（超ヤングウーメン）
ヤングウーメン）
向上心を持って、ガンバリマス。
又、今後当作業所が益々よくなる
ために、皆さんのご意見、ご要望を
お寄せ下さい。

「お礼の文」を紹介します
さおり織では、太い糸を
使って織るのは、
おもしろかったです。
平成２２
平成２２年度
２２年度 きょうされん
さおり織のコースター作りは
たくさんの色を使って、
キレイにできてうれし
☆ 京都市に
京都市に対する要望事項
する要望事項
かったです。‥・・・
もっと上手になりたい‥・・ ・地域活動支援センターが新たな事業体系へ
移行する為の独自支援を行うとともに、移行
☆ 仕事の後・首・肩、うで、が痛かったそうです。
するまでは現行制度の水準を維持すること。
よく頑張りましたね、勉強の方も頑張ってください。
写真
楽しい

12月3日
７日
15日
22日
28日

（金）
（火）
（月）
（水）
（火）

《 十二月の
十二月の行事 》
精神家族会 健康づくり講演会
京都府共同募金 2時～
お誕生会
忘年会 西脇健康ランドデース。
仕事納め 大掃除。

・地域活動支援センターに対しては、新体系
事業になじまない利用者やセンターについて
は存続させると共に少なくとも現行制度の水準
を維持する事。・・・・等々

=r

有京ここうのネ ,ト ワー ク 10日 年記念

京北ここうのクリニックが?

作業所のメンバーも5名 おせわになって
おりますが、京北病院内科 ・
京北やまもと
クリニック・
美山診療所精神科 。
南丹病院
・
ニ
精神科 うずまさクリ ック精神科 ・
北山病院
精神科など、紹介していただいておりますが
交通アクセスの問題や内科受診で良いのか、
悩んでおります
作業所としてご本人家族 の方 々をはじめ
右京区京北の保健担当と相談しながら今後
どう対処すればよい力V慎重に検討したいと
思つています。

蒔L.
翼 工干・
摯な

京北で唯一の精ネ
申科医院である、
三幸会 院長の富 山先生には、保険所 の
時代から私たち京北の心の先生として
長くお世話になつておりますが、この度
諸般 の事情により来年 3月 末をもつて、
こころのクリニックの閉院がきまりました。
京Jヒ

サンサ右京にて)
交流学集会 (11月30日 ・

*交 流学習会 演劇風景、他 *
右京 こころのふれあいネットワークでは、催 しを通じて
交流を深 め、こころの病や障害、ネットワークの活動
について知っていただく機会 として、今回、10周 年
記念事業 の一環 として、サンサ右京で演劇 「
うつ に
なった桃太郎」が上演されました。
イオンモール京 都 ハ ナでは30日 に感謝祭が催され
固定客 の方が増えてきたことを実感 しました。

京都府立植物園 ・出店販売し春した

(土)ほ っとはあと 京都府 立植 物 園
>成 年後見制度 ・
DVDの 鑑 賞 と貸 し出し< *11月 20日
ハ
*こ の度 誰 にでも分 かる
「
支えあう社 会を作る為 に」 この制度 の解説 と、
ドラマのDVDを 2本 購入 しました。
☆ 平 日、作業所 で午後 四時から無料で
鑑 賞 できます。(2名以 上 )
☆ グル ープ 、団体 には貸 し出 しも無料 で
行 つています。

ー トショップに初 めて出店 しました。
秋 晴れ の好天 の恵まれ 、園内 の本 々も見事 に色
づ き出店 品もまづ まづの売れ行きでした。
これから季節 は冬 に向か います が 、こころと身体 の
EM製 品」など、色 々 と提供 していきます の
温まる「
で 、今後 とも宜 しくお願 いします。

☆ いずれも事前 に電 話 、FAXで お気軽 に
お 申し込み 下さい。 (担
当。
平元)
TELOFAX 0771‑52‑1945

E‖
活性薇につllτ
*微 生物 の力で浄 化槽 の消臭 、汚れ の分解
｀
ぬ めりを抑 えます。。
* ペ ットの消臭 、ノミ・
ダニを寄せ付 けにくくします。
* お風 呂、トイレそうじ、洗濯 、ガラス拭き、……
お使 いいただけれ ばいい と思 います。
*静 電気 防止 で汚れ が付きにくくなります。
年 末 の大掃 除 にぜ ひご利 用 下さい。

きようされん
「
きょうされん」とは、前身を共同作業所全国連絡会として、1997年 に結成されました。
そして、この度 「
きょうされん」と改名 された組織です。働く場に加えて活動 め場や生活 の場、生活支援 センター
など、成人期障害者 の地域生活を支えていく為多様な社会資源 による事業体組織として発展を遂げています

