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＞＞＞＞    作作作作    業業業業    所所所所    開開開開    きききき    ＜＜＜＜    

1111 月月月月 6666 日日日日    作業所開作業所開作業所開作業所開きがきがきがきが行行行行われわれわれわれ、、、、年年年年がががが明明明明けけけけ首首首首をををを長長長長

くしてくしてくしてくして待待待待ちわびていたちわびていたちわびていたちわびていたメンバーメンバーメンバーメンバーささささんんんん職員職員職員職員がががが、、、、ほぼほぼほぼほぼ

全員全員全員全員こられてこられてこられてこられて、、、、新年新年新年新年のあいさつをのあいさつをのあいさつをのあいさつを交交交交わしましたわしましたわしましたわしました。。。。     

日日是好日日日是好日日日是好日日日是好日    

泣泣泣泣いてもわらってもいてもわらってもいてもわらってもいてもわらっても    

きょうがきょうがきょうがきょうが一一一一番番番番いいいいいいいい日日日日    

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    

℡℡℡℡    075075075075――――852852852852――――1945194519451945 

☆ 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大事大事大事大事なななな一一一一日日日日をををを！！！！ 

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 

・又は、当作業所までご連絡ください。 

送迎のご相談もお受けします 

＞＞＞＞    1111        月月月月    のののの    出出出出    来来来来    事事事事    ＜＜＜＜ 
    

＞ しゃくなげ共同作業所 新年会 ＜ 

4 日 作業所 仕事始め 

6 日 作業所開き 

京都社会福祉大会 H オークラ 

10 日 生協会議 参加 細野グリーン会館 

11 日 美山びび新春餅つき大会・交流会 

13 日 作業所 新年会 25 人参加 

16 日 防災（避難）訓練 お勉強会 

20 日 第 3 回理事会 18：00～ 

24 日 京北こころの NET 講演会 出張所 

25 日 京北第二小学校 体験学習 

   丹波支援学校 2 年生職場体験 

26 日 福祉屋台 U ネット サンサ右京 

30 日 京都ほっとはあと・雑貨座談会 

31 日 京北こころのふれあい NET 会議 

13 日 作業所内にてメンバーさん、ボランティ

アさん、職員合計 25 人参加の新年会が催されま

した。「ちゃんこ風寄せなべ」を女性中心で作り、

たくさんの、鶏、豚、つみれ、旬のお野菜が入っ

た鍋を皆さんで囲み、やっぱり“お鍋”は大人数

のほうがおいしいと十分に堪能されました。レク

レーションでは久しぶりのカラオケを楽しみ、風

船遊びで白熱し楽しく新年会を終える事が出来

ました。この 1 年も皆さんが一致団結してがんば

っていく“糧（かて）”となったことと思います。

みなさん、がんばるのも良いけど、身体と安全に

は十分に気をつけてくださいね！ 

＞＞＞＞    ２２２２    月月月月    のののの    予予予予    定定定定    ＜＜＜＜ 

  

8 日 昼食会 

16 日 京北第二小学校 訪問販売 

20 日 お誕生会 

23 日 福祉屋台 サンサ右京 

27 日 京北こころのふれあい NET 会議 ＞＞＞＞    理理理理    事事事事    会会会会    だだだだ    よよよよ    りりりり    ＜＜＜＜    

   

1 月 20 日 第 3 回理事会が開かれました。報告

１．指定Ｂ型事業所 ２.ホームその後の取組み。 

審議事項１.就業規則等の一部改正及び２.給

与・退職金規定の一部改正など審議されました。 

カラオケ♬ ♫♪～ 

今

年

も

頑

張

る

ぞ

！ 

クリスマス 

ローズ 



＞ 防防防防    災災災災    訓訓訓訓    練練練練    ＜ ＞＞＞＞    丹波支援学校丹波支援学校丹波支援学校丹波支援学校    職場体験職場体験職場体験職場体験    ＜＜＜＜    

16 日、年 2 回の防災訓練・お勉強会が作業所に

て 20 人参加で行われました。去年の東北大震災

や、台風を教訓として皆さん真剣に取組まれまし

た。当作業所では日頃より常々防災にメンバーさ

ん、職員ともに取組んでいます。そして、今年一

年皆さんの安全と無事を祈っています。 

25 日丹波支援学校より、2 年生の生徒さんが 

福祉事業所実習に来られました。朝 9 時半の 

朝の会より、午後 3 時 30 分の、終りの会まで 

一日、作業所のメンバーさんたちと一緒に作

業をされ、特に“さき織”を一生懸命してお

られました。帰りには午前中に製作した布コ

ースターを手に、大変喜んで充実した一日だ

ったと思います。来年もお待ちしています。 

  

＞＞＞＞    おおおお    誕誕誕誕    生生生生    会会会会    ＜＜＜＜ 

  

＞＞＞＞    京北第京北第京北第京北第２２２２小学校小学校小学校小学校    見学研修見学研修見学研修見学研修    ＜＜＜＜ 

23 日にお誕生会があり、先月お誕生日だったけ

れどお休みされていた作業所一の若いお嬢さん

が、17 人のメンバーさんと職員 6 人全部で 23 人

にお祝いをされました。ご本人もバースデーの歌

を口ずさみルンルン気分で喜んでおられました。    

＞＞＞＞    好評好評好評好評    はたらくはたらくはたらくはたらく仲間仲間仲間仲間のののの作品展作品展作品展作品展    ＜＜＜＜ 

京北第 2 小 5 年生の生徒さん 6 人が先生と一

緒に作業所の見学研修に来られ、障害や、し

ゃくなげ共同作業所について、お話を聞かれ 

又、作業見学をされ、実際に“布コースター” 

の製作を体験されました。それぞれ個性あふ

れる作品を作り皆さん満足そうでした。 

＞＞＞＞    生協生協生協生協    きょうされんきょうされんきょうされんきょうされん啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動    ＜＜＜＜    

2 月 5日まで府立ゼミナールハウスで行われてい

た、京北・南丹７つの共同作業所合同展で、布ぞ

うり、さおり織などのしゃくなげ授産品が展示、

販売されていました。又、他施設の粘土、絵画、

紙細工などの丹精込めた力作も多数あり、作業所

のメンバーさんたち 3 人も見学に行き、高度な技

術を見て良い勉強になったと刺激されていまし

た。今後の作品作りにぜひ活かしてね！  

10 日京都生協京北行政区の役員会議に、細野

グリーンセンターへ「せいらん福祉会」施設

長と、職員が“きょうされん”の啓発活動に

伺い、生協さんとの絆を再確認し、本年の賛

助会員、署名活動の協力をお願いしました。 

＞＞＞＞    恒例恒例恒例恒例    びびびびびびびび・・・・餅餅餅餅つきつきつきつき大会大会大会大会    ＜＜＜＜ 

  

＞＞＞＞    初初初初    ・・・・    福福福福    祉祉祉祉    屋屋屋屋    台台台台    ＜＜＜＜    

26 日サンサ右京にて今年初の「福祉屋台」があ

り今年も継続して出店していきたいと思います。 

＞＞＞＞    リブランリブランリブランリブラン京都京都京都京都    見学会見学会見学会見学会    ＜＜＜＜    

1 月 11 日、「美山のワークセンターびび」に

て、新春餅つき大会・交流会が催され、今年

もメンバーさん 3 人が職員と一緒に行きまし

た。和やかな雰囲気の取組で、顔なじみの方

もおられ、談笑したりレクレーションにも参

加し、又職員間でも事業内容等の交流が出来

すばらしい一日となりました。今年は、しゃ

くなげのイベントにも招待したいです。 他作業所見学会として、【リブラン京都】におじ

ゃましました。作業所は、あくまでも通過点であ

り、ここから出て行くことを目標にしておられる

リブランさん。良い商品を作るべく、素材にこだ

わり、制作活動に励まれておられました。直営の

喫茶店は地域の方の憩いの場。多目的ホールを開

放するなど地域に溶け込んだ作業所でした。   

皆さん、お勉強！ 

出だしは上々 

H さんも、Y さんも餅をつきました！✌ 

2 小の生徒たち 


