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９月25日から旧細野小学校での作業所の活動が始まり

ました。一階と二階に分かれての活動だったり、休憩室

は一階で、全員が入れるほどの広さがなかったり、トイ

レの使い方が違ったり…とやはり戸惑うことも多いで

す。しかし窓の外は木々に囲まれ景色がよく、すぐ下に

は川が流れていて、気持ちのいい風が吹き抜ける自然

いっぱいのところです。これからはこの場所でまた、み

んなでお仕事を頑張ったり、素敵な作品を生み出した

りしていきます。これからもどうぞ宜しくお願い致し

ます。後になりましたが別紙でもお知らせしておりま

すとおり移転のための募金に多数の方々のご協力を賜

りました。その他にも理事の方や利用者さんのご家族

の方に移転前の細野の整理や掃除等々していただきま

した。本当にたくさんの方々のご支援ご協力のもと今

回の移転を何とか無事に終えることができました。心

よりの感謝と御礼を申し上げます。    

＊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 

＞＞＞＞7777，，，，8888，，，，9999 月月月月の出来事＜の出来事＜の出来事＜の出来事＜    

7/10 民生委員さん来所、細野畑作業 

7/26  鮎と焼肉のつどい（やちよ荘にて） 

7/27  U-ネット福祉屋台（サンサ右京） 

7/31 8/28 9/25 お誕生会 

8/14～16 夏季休暇 

8/16 やちよ荘夏祭り 

8/23 昼食会 

8/24  U-ネット福祉屋台（サンサ右京） 

8/25 民生委員さん来所、細野畑作業 

9/5.15.22民生委員さん来所 畑作業 

9/14  新しゃくなげ共同作業所見学会 

9/16 SKYフェスティバル（パルスプラザ） 

9/22.23 作業所 引っ越し作業 

9/25 しゃくなげ共同作業所（細野）開所 

9/29  U-ネット展示即売会（イオン五条 

7/31 8/28 9/25 お誕生会 

＞これからの予定＜＞これからの予定＜＞これからの予定＜＞これからの予定＜ 

10/24   秋の研修旅行 

10/26  U-ネット福祉屋台（サンサ右京） 

11/3    ふるさとまつり出店 

11/24  U-ネット展示即売会（イオン五条） 

12/21  U-ネット福祉屋台（サンサ右京） 

＊月１回 お誕生会・昼食会 

＊月２回 民生委員さんとの畑作業 

12/29～1/3 年末年始休暇 

＞＞＞＞しゃくなげのイラストレーターたち＜しゃくなげのイラストレーターたち＜しゃくなげのイラストレーターたち＜しゃくなげのイラストレーターたち＜    ＞連載・しゃくなげの女芭蕉たち＜＞連載・しゃくなげの女芭蕉たち＜＞連載・しゃくなげの女芭蕉たち＜＞連載・しゃくなげの女芭蕉たち＜    
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7 月のみなさんのお楽しみ、鮎と焼肉のつどいが 26 日に 

やちよ荘にて行われました。暑すぎることのない気候でした 

ので外での食事が心地よかったです。今年もやちよ荘の職員 

さんたちに、たくさんの鮎、野菜、お肉を焼いてもらい、 

鮎ごはんももらい、みんなおなかいっぱいになるまでいただき 

ました。ごちそうさまでした。 

 

 

＜公開日のお知らせ＞＜公開日のお知らせ＞＜公開日のお知らせ＞＜公開日のお知らせ＞    

住民の方々に新作業所を見学していただけ 

る日を設定します。 

11 月 16 日(木)、22 日(水)の 10 時から 

15 時です(12 時～13 時は不可) 

事前連絡は不要ですので、どうぞお気軽 

にお越しください。 

 

 

鮎 と 焼 肉 の つどい 

たくさんの鮎のご寄付、ありがとう

ございました。おいしかったです。 

鮎の塩焼きおいしいわ～ 

しゃくなげの新住所・新電話番号・新 FAX 番号です。 

お手数ですが、登録変更等よろしくお願いします。    

〒６０１〒６０１〒６０１〒６０１----0262026202620262    

京都市右京区京北細野町東ノ垣内３０京都市右京区京北細野町東ノ垣内３０京都市右京区京北細野町東ノ垣内３０京都市右京区京北細野町東ノ垣内３０    
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しゃくなげのホームページも随時更新しております。

新しい細野での様子も載せていきますので、是非ごら

んください。   《HP》http://shakunage.com/http://shakunage.com/http://shakunage.com/http://shakunage.com/ 

♪お誕生会♪ 

毎月一回、その月のお誕生日の方たちをみんなでお祝いし

ています。お誕生日の方にお話しし

てもらう今年度のテーマは好きな

色です。みなさんひとつの色に決め

るのは難しそうですが桃色ねずみ

色深い赤色等々でてきました。チェ

ックが好き♪という方も！ 
細野でも畑作業、がんばっています。地元の方

が無償で畑を貸して下さいました。おかげで、 

民生委員さんとの交流としての畑作業は細野

に移転してからも続けていただけることにな

りました。ありがとうございます。よろしくお

願いします。 

9 月のお誕

生会はさっ

そく細野で

行われまし

た。シュー

クリームで

お祝い♪ 



 

 

京北周山の地で平成 16年度から活動してきた NPO 法人しゃくなげ共同作業所が、9月 25

日より旧細野小学校に移転しました。これまでトイレの改修、エアコンの設置や配線工事な

どの整備に４００万円以上かかるということで地域の皆さん、団体にご寄付のお願いをさ

せていただきました。よびかけにこたえて続々と募金が届き、８月末日現在１７７万円にの

ぼっています。予定した費用の半額近くを寄せられた募金で対応することができました。皆

さんのあたたかいお力添えに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

       

 しかし、京都市のバリアフリー条例を満たすためには、スロープ、点字ブロックの設置に

さらに３６０万円ほど必要だということがわかりました。さらなる出費は NPO 法人の作業

所にとっては存続が危ぶまれる事態です。ですが、日々作業所に通ってくる利用者のために

も作業所の運営を止めるわけにはいきません。     

  

 このような窮状ではありますが、しゃくなげ共同作業所を何としても継続していかなけ

ればと思います。地域の皆さんにも作業所の状況をご理解いただき、今後とも物心両面のあ

たたかいご支援、ご協力をお願いいたします。      

 

 しゃくなげ共同作業所は地元の共同作業所として皆さんに支えられながら障害者が人生

の主人公としてあたりまえに働き生活することができるようになるため、困難はありつつ

もさらに前進し、頑張って行こうと思います。 

       

  〒601-0262 京都市右京区京北細野町東ノ垣内３０ 

                           しゃくなげ共同作業所 

                             ℡075-744-6209     

                             fax075-744-6219 

 

 

 

しゃくなげ共同作業所 

移転のための募金ご協力ありがとうございました。 

                  2017 年 9 月 30 日 



 

 

 

ご支援ありがとうございました。２０１７年８月３１日までに２８７余名の方々にご寄付

をいただきました。しゃくなげ共同作業所一同、心より感謝申し上げます。 

ご芳名掲載を承諾いただいた方を紹介させていただきます。（順不同 敬称略） 

      

       

青木 健治   草木恵美子   田中 直美    鮎   屋     

穴田  巧   草木 喜雄   田中 幸弘    亀屋 廣清    

阿部 由香   草木 米蔵   土田 孝子  京都けいほく いぶり工房  

阿部 凛人   呉屋  宏   土田 伸隆    京北民生児童委員協議会  

石浦扶比等 呉屋 玲子   中川 貞子    サンダイコー    

市野 建人 小貫 敏明   中田 久一  滋賀 石油    

市野 浩子   佐伯 洋次   長野  緑  スギナの会    

一原 康男   酒井アサミ   西  一詩    仲井電気工事商会 

大中 大介   佐藤 恵理   野村タエ子    橋向区一同 

大萱 安雄   佐野 弘子   畠  政広    ヒグチファミリー 

大平 信子   沢  松男   畑段  聡    細野 滝区 

大前さよ子   沢  玲子   畑段 昌也    京北チャリティーゴルフコンペ 

大前  靖   下西 幸夫   吹上アヤノ    井口木材 

岡本 佐一   下村奈津江   藤野  繁    安井二三男 

小野 昭夫   主原 文江   藤野  勝    京北自治振興会 

小畑 正彦   庄田 節子   村山 貴子 

小畑 恵子   白子  護   村山 仁志 

勝山 淳雄   杉本 良雄   本井 清司    

勝山  勇   田尾 厚江   安井 博一 

勝山すみ子   田尾 昭雄   矢谷 迪生 

蒲生 行照   高野 和恵   吉田  均 

北川 幸男   竹内 純子   米津 治雄 

木下喜八郎   田中 章仁   和田スエノ 

 

 

       


