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＞＞＞＞    就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援ＢＢＢＢ型型型型    移行完了移行完了移行完了移行完了    ＜＜＜＜    そのときどうそのときどうそのときどうそのときどう動動動動くくくく 

一歩一歩一歩一歩ふみこんでふみこんでふみこんでふみこんで    

しゃくなげしゃくなげしゃくなげしゃくなげ共同作業所共同作業所共同作業所共同作業所    

� 075－852－1945 

 

  

＞ しゃくなげしゃくなげしゃくなげしゃくなげ共同作業所共同作業所共同作業所共同作業所でででで一生感動一生感動一生感動一生感動！！！！＜ 

身体、知的、精神の各手帳をお持ちの方へ    

＊お問い合わせ先 京北出張所 

・知的、身体の方 福祉担当 075―852－1815 

・精神の方    保健担当 075－852－1816 

送迎もあり、当作業所までご連絡ください。 

＞ 11 月 の 出 来 事 ＜ 

11 月 1 日（火）「就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援 BBBB 型事業所型事業所型事業所型事業所    

しゃくなげしゃくなげしゃくなげしゃくなげ共同作業所共同作業所共同作業所共同作業所」へ新体系移行完了 

関係各位、メンバーさんその他多数、大勢のみな

さんのおかげで無事、新体系に移行できました。 

今後、ますます頑張って事業運営をおこなってい

きますので、引続き皆さんのご協力お願いします 

☆☆☆☆    きょうされんはひとつきょうされんはひとつきょうされんはひとつきょうされんはひとつ    ☆☆☆☆    

全国全国全国全国のののの仲間仲間仲間仲間のののの力力力力でででで乗乗乗乗りりりり越越越越えようえようえようえよう！！！！ 

震災後 7 ヶ月が過ぎ、仙台市内は普段の生活に戻

りつつありますが、1 歩足を沿岸部に向けると 1

面に草原が広がっています。そこには人影はあり

ません。でもみんな、ゆっくりと立ち上がってい

ます。別に事業所を借り、作業を始めた団体あり。

率先して復興に立ち上がる人あり。みんなで協力

して事業再開する方々あり。みんな頑張っていま

す。       きょうされん宮城県支部長 

1 日 「就労継続 B 型事業」新体系移行 

   京北こころのふれあい NET 茶話会 

3 日 京北ふるさと祭り 

8 日 右京こころのふれあい NET 会議 

9 日 第 10 回昼食会 20 人 

15 日 新規指定事業所説明会 府庁 2 人 

18 日 第 2 回理事会 

   就労継続支援 B 型 入力研修 4 人 

19 日 山希林 民生委員さん視察 

21 日 お誕生会 19 人参加 

25 日 就労継続支援 B 型 入力研修 4 名 

29 日 交流学習会 サンサ右京 

30 日 展示即売会 U ネットイオンモールハナ 

   京遊連 補助金授与式 全日空ホテル 
   

＞＞＞＞    京北京北京北京北    ふるさとふるさとふるさとふるさと祭祭祭祭りにりにりにりに出店出店出店出店！！！！    ＜＜＜＜ 

 

冬眠に向かって、今年

生まれた金魚たちが、

食欲も抑え気味に来

年に向かって準備を

してきました。 

＞ 12 月 の 予 定 ＜ 

3 日の“京北ふるさと祭り”に、当作業所も出店

いたしました、今年は例年通りの授産品に加えて

新しく「リサイクルバザー」や、「きくいも販売」

などもして、皆さんに大好評でした。来年も出店

して、品数も増やしたいと、早くも計画中です。 

 2 日 京北こころのふれあい NET 会議 

 7 日 第 11 回昼食会 

13 日 右京こころのふれあい NET 会議 

15 日 京北第 3 小学校 5 年生体験見学会 

19 日 お誕生会 

22 日 福祉屋台 サンサ右京   ふるさと祭 しゃくなげ出店 

気分も新たにスタート！ 

今月の花 侘助 



＞＞＞＞    恒例恒例恒例恒例    第第第第１０１０１０１０回回回回    昼食会昼食会昼食会昼食会    ＜＜＜＜    ＞＞＞＞    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・・・・開設開設開設開設へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    ２２２２    ＜＜＜＜    

この春に購入した元「府・職員寄宿舎」の改

築計画として、国の指定認可施設の基準、建

築基準法＞用途変更・バリアフリー法・消防

法・児童福祉法に適用するための調整と設計

を試行錯誤しながら、予算・補助金等を考慮

して着実に計画を進めて参ります。（林隆男） 

第 10 回目の昼食会のメニューは『『『『鶏鶏鶏鶏ときのこときのこときのこときのこ

のののの炊炊炊炊きききき込込込込みごみごみごみご飯飯飯飯』』』』とととと『『『『讃岐讃岐讃岐讃岐うどんうどんうどんうどん』』』』でした。 

しめじ、えのき、舞茸、えりんぎと、秋の旬のき

のこを、たくさん使った炊き込みご飯がとてもお

いしく出来上がりました。讃岐うどんは実は「冷

凍うどん」でも、すごくこしがあって、簡単でお

いしいおうどんなのです。毎月旬の野菜をたっぷ

り使ったメニューを考えています。来月は冬野菜

が美味しい頃ですね。お楽しみに。・・・ 

  

＞＞＞＞    山希林山希林山希林山希林    春春春春までまでまでまで    休館休館休館休館    ＜＜＜＜    

  

＞＞＞＞    畑畑畑畑    のののの    冬冬冬冬    野野野野    菜菜菜菜    たたたた    ちちちち    ＜＜＜＜    

畑の野菜がすくすくと成長しています。これか

ら霜が降りたり、雪が降ったりと、人にも野菜に

も厳しい季節となりますが、がんばって育ってほ

しいと願っています。☆☆☆☆大根大根大根大根・・・こんなにりっ

ぱになりました！次回昼食会の主役に決まり！ 

6 月 18 日よりオープンした「山希林」も、

11月 27日の日曜日で冬季休業に入りました。

特に７、8 月の暑い夏場は忙しく、11 月の紅

葉の時期にはリピーターさんも来られるよう

になり、少しずつ定着してきた感じがします。

又、京都新聞京都新聞京都新聞京都新聞にもにもにもにも大大大大きくきくきくきく紹介紹介紹介紹介され、“新聞を見

てきた”と来られたお客さんも多数おられま

した。来年は今年の経験を糧にしてもっと充

実するように計画をたてたいと思います。 

＞＞＞＞    こころこころこころこころ    ほっこりほっこりほっこりほっこり    ふれあいふれあいふれあいふれあい    ＜＜＜＜    ＞＞＞＞    おおおお    誕誕誕誕    生生生生    会会会会    ＜＜＜＜ 

11 月のお誕生日の方はメンバーさん 2人でし

た。作業所の皆さん 20 人でのお祝いの会でし

た。みんなでおいしいおやつを食べ、歌を唄

い、楽しんでおられました。これからもお元

気でがんばってください。 

29 日サンサ右京にて、こころのふれあいネッ

トワークの交流学習会がありました。活動報告で

たくさんのパネル展示があり、販売もありました 

講義では第二北山病院第二北山病院第二北山病院第二北山病院のののの松尾医師松尾医師松尾医師松尾医師からのからのからのからの、、、、統合統合統合統合

失調症失調症失調症失調症についてのおについてのおについてのおについてのお話話話話があり、グループ活動や作

業（手作業、スポーツなど）を通じて、社会復帰

にむけたリハビリの大切さや、援助する側の病気

に対する正しい知識、ゆっくりとあせらないこ

と、再発のサインを見逃さないことなどの大切さ

を教えていただきました。 

  

＞＞＞＞    京京京京    遊遊遊遊    連連連連・・・・補補補補    助助助助    金金金金    授授授授    与与与与    ＜＜＜＜    

  

＞＞＞＞    展展展展    示示示示    即即即即    売売売売    会会会会    ！！！！    ＜＜＜＜ 

30 日の日にイオンモールハナにて、U ネット主催

の展示即売会があり、当作業所は「布コースター」

の実演、販売をおこないました。30 日というこ

ともあり、しかし財布の紐は固かった。・・・    

30 日、京都全日空ホテルにて、京都府遊技協

同組合主催による「寄付・助成金の贈呈式」 

があり、京遊協青年部会様より社会福祉事業

資金としていただきました。200 名前後の盛

大な式典に、20 弱の事業所がご好意を賜り、

さおり織・糸より機、新型のサイクロンクリ

ーナーなど、有効に役立てたいと思います。 

京遊協青年部会様、誠に有難う御座いました。 

京都新聞に掲載 

この日が楽しみ 

早めのプレゼント 


