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特定非営利活動法人 ＨＯＳ  

  激動の時代が続きます。大震災のあとの原発事故そして原発の再起動に伴う停電や節電と 

休むことなく揺れ動いています。 

ＮＰＯ法もこの春に改正があったりと、これまたのんびりとさせていただけないのが現状です。 

気候の変化も激しいようで、ゆっくり春を味わっている時間もなく梅雨に入り本格的な夏かと 

思いきや、八年ぶりかの台風の本土上陸や梅雨前線の大暴れと予期できない出来事に躊躇 

しています。農作物の生育や収穫もこの天候に左右され大あらわの時もあります。 

太陽黒点の増減活動による小氷河期が来るとかの研究もあるようで、益々食物の自給自足の 

重要性が浮かび上がってきます。我々の目指すスローライフ、そして地産地消の考えを原点に 

自分たちが作って、自分たちが販売する。加工するものもあれば、そのまま販売するものも。 

今年から本格的な味噌製造を行い販売を予定しています。年末ごろの販売となる予定です。 

ＨＯＳ作品展開催 

結 
３月３１日（土）と４月１日（日）の両日に 

泉南文化ホールの展示ホールにて開催 

しました。初日の朝は悪天候でしたが、 

多くの方々にご覧いただき、また温かい 

励ましのお言葉も頂戴しました。 

大阪府共同募金より 

味噌作り用蒸し器と木製の麹蓋 

(もろぶた)を、いただきました。 

伝統の味噌づくりにおおいに使用 

させていただきます。大量につくる 

ことも可能になり、授産事業の強 

力な助っ人になってくれると期待を 

しています。 

 

ありがとうございました。 
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ＨＯＳ ＮＯＷ 
手延べそうめん作り 

 ３月１５日、三輪そうめんの里での手延べそうめん 

作りに行ってきました。そうめんを細くするのは、難 

しかったようですが、いつも食べているそうめんが 

初めはあんなに長いとは思わなかったようで、頑張 

って作り、楽しい一日でした。生のそうめんをお土産 

に持ち帰り、コシの強いそうめんを美味しくいただき 

ました。 

ヨガ教室 

 ４月１０日 イオンりんくう泉南店にて毎月１１日の 

イエローレシートをホスのボックスに入れて頂いて 

います。このレシート額の合計の１％が還元されます。 

この日に助成金贈呈式が行なわれました。 

ホスでの教養活動に使う道具や事務用品等を購入 

させていただいています。 

ニンニク・タマネギの手入れ 

 6月4日 動物好きの利用者が多く、ホワイトライオンや 

猛獣ショーを目のあたりに、少し怖いような、びっくりする 

演技に拍手喝采。楽しい野外活動でした。 

イエローレシート助成金贈呈式 

 ３月１6日 あいぴあ泉南のヨガ教室に参加しました。 

日ごろから運動不足気味の利用者が多い中、身体を 

動かすヨガの動作で、心地よくリラックスできました。 

 今年は雑草の勢いが良く、大きく成長しました。 

作物の間の草を抜き取るのは大変でしたが、収穫を 

楽しみにして頑張りました。何度も草に負けそうにな 

りましたが、何とか頑張って収穫が出来ました。 

野外活動・木下サーカス鑑賞 

田植え 

そ
ば
作
り
体
験
 

慣れた利用者も多く順調に田植えが 

できました。秋の収穫が楽しみです。 

二
度
目
の
体
験
で
す
、
手
順
も
 

わ
か
り
手
際
よ
く
進
め
て
完
成
。
 

何
杯
も
お
替
り
し
て
、
手
作
り
 

そ
ば
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。
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トピックス 

日本女子ホッケーでロンドン五輪に 

出場される駒澤李佳さんが、ホスを 

訪問してくれました。 

服を着ていたら、スリムな身体づき 

ですが、二の腕は凄い筋肉で、さす 

が五輪選手とみんな圧倒されていま 

した。 

職 員 紹 介 

昨年より、活躍してくれている職員、今年の四月から頑張ってくれている職員と、いろんな場所で皆さまに 

お世話になっていると思います。簡単な紹介ですが今後とも宜しく お願いします。 

駒澤選手からホスに 

駒澤選手とともに 

ロンドン五輪がみじかに！ 

 昨年の４月からホスで勤務。メンバー 

たち一人ひとりが過ごしやすく、個性を 

発揮して活躍できる場となるよう、これか 

らも頑張っていきます。 

小学校教諭として勤務してきた経験を、 

日々の支援や、担当の絵画教室、エイ 

サー練習などに少しでも生かしていけ 

ればと考えています。 

 「利用者たちと共に頑張りたい私」 

ホスでは利用者同士、お互いの違いを 

認め合って良さも理解して活動してい 

ます。一人ひとりの素晴らしいところは、 

仕事の中で発揮して「やればできる」を 

信条に、できない事にも挑戦し頑張って 

いる。繰り返し前向きにやる気を持って、 

真摯な態度で努力している。 

達成したときの喜びもひとしおです。 

ホスに来て、金子みすゞの「みんなちが 

って みんないい」の言葉を思い起こし、 

人権尊重の大切さを痛感しています。 

 今年４月からお世話になって 

います。 

まだ四ヶ月程ですので、まだまだ 

慣れていませんが少しずつメン 

バーたちと仲良くなってきました。 

作業や教養活動等を通じて、 

微力ながらお役に立てば幸いに 

思います。 

 今年４月から主任になり、今まで 

以上に責任を持って取り組むように 

なりました。メンバー一人ひとりが 

達成感を味わってもらうために個性 

に合わせた支援を心がけています。 

自分の支援によってかれらが出来る 

ようになった時には喜びを感じます。 

今後は作業や活動の中でメンバー 

自身の力でできる部分をもっと増やし 

ていけるよう力を注いでいきたいです。 

 今年の４月から勤務しています。 

ホスでの活動は初めての経験ばかりで、 

とても新鮮で充実しています。 

利用者との活動も毎日が楽しく、笑顔が 

耐えない日々をおくっています。 

その中で職員として出来ることを考えて、 

邁進していきたいと思っていますので、 

今後ともよろしくお願いします。 

西口 美幸 南部 由美 

宮内  勉  

加藤 和美 

荒本 陣也 

杉井  徹  

西口 

杉井 

南部 加藤 

宮内 荒本 

 昨年の４月から勤務しています。 

ホスはいろんな行事や、多くの作業があり、毎日知らない 

事や初めての経験ばかりで、メンバーに教えてもらってい 

ます。特に「きょうだい鼓」との出会いは凄く感動的で、メン 

バーたちの努力とやる気には頭の下がる思いでいっぱい 

です。こんな素晴らしい人たちと一日でも長く、一緒にお 

りたいと考えています。 

。
 



１月 ：餅つき大会。

：イオンりんくう泉南店にてイエローレシートキャンペーンと焼きイモ販売。

:「ピリたくん」「あまみちゃん」販売開始。

：砂川福祉センターより実習生受け入れ。

２月 ：イオンりんくう泉南店にてイエローレシートキャンペーンと焼きイモ販売。

：町づくり交流会にてホスのＰＲ。

：ジャガイモの定植。

：保護者会

：そば打ち体験。

３月 ：オリジナル味噌づくり。

：イオンりんくう泉南店にてイエローレシートキャンペーンと焼きイモ販売。

：タマネギ、ニンニクの手入れ、草引き。

：野外活動（三輪そうめんの体験）。

：岸和田インターにて焼きイモ販売。

：あいぴあ泉南にて、ヨガ教室に参加。

：ホスの作品展（文化ホール）3／31から4／1。
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活動記録 

ホス作品展 

二回目のそば打ち体験、美味しく盛り付けも 

できました。 

書道・絵画 

折り紙と 

陶芸等と 

多くの作品に 

包まれました 



４月 ：イオンりんくう泉南店にてイエローレシートキャンペーンと焼きイモ販売。

：タマネギ、ニンニクの手入れ、草引き。

：ケナフの紙すき（ハガキづくり）。

：タケノコ掘り。

：保護者会。

：梶本家藤観賞に。

５月 ：イオンりんくう泉南店にてイエローレシートキャンペーン。

：カバン用の染め作業。

６月 ：野外活動（木下大サーカス観賞）。

：イオンりんくう泉南店にてイエローレシートキャンペーン。

：梅の収穫。

：田植え作業。

：保護者会。

７月 ：イオンりんくう泉南店にてイエローレシートキャンペーン。

：砂川福祉センターより実習生受け入れ。

：阪南市さつき園の職員、利用者さんが見学に来所。

：エルチャレンジの方が作業指導に来所。

：泉南中学校の先生が実習に来られる。
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手作りお弁当で、ピクニック（長慶寺にて） 

手植えの場所が年々増えてきています。 雨の中,多くの梅が採れました。 

丁寧に染めの作業に取り組みます。 

染
め
作
業
、
慎
重
に
慎
重
に
 



（エイサー・チャンゴ）

報告
　１月 文化フェスティバル

　２月 であった仲間のコンサート （あいぴあ泉南）

　５月 泉南マダン（チャンゴ）７周年記念コンサート （あいぴあ泉南）

6

　　きょうだい鼓（太鼓演奏）の報告と予定

（ビッグアイ）

参加させていただいた会議、研修等 

自立支援会議 

高次機能障害の研修会 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｾﾐﾅｰ(食料品の「安全・安心」） 

砂川センターにて勉強会(福祉サービスの向上・・） 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝ・ｽｾﾐﾅｰ（食品衛生法・JAS法） 

泉南市障害者策定委員会 

ホリ推進会議 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｾﾐﾅｰ（健康増進法） 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｾﾐﾅｰ（家庭用品品質表示法） 

泉南中学校、ふれあい部会 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｾﾐﾅｰ（繊維製品表示作成実習） 

自閉症の特性理解の勉強会 

就労支援員養成研修 

泉南市福祉サービス事業所連絡会議 

動作法の勉強会 

ＳＳＴステップアップ研修会 

自立支援会議 

 １月 

  

 

 ２月 

 

 ３月 

  

 

 ４月 

 ５月 

 

 

 ６月 

 

 

 ７月 

 

パーランクの演奏と踊りの練習風景 

泉南マダン７周年記念コンサートにて 



７月 ベリーダンス５周年イベント（友情出演） （ポルトヨーロッパ）

園児さんと交流（太鼓・パーランク） （鳴滝第二保育所）

園児さんと交流（パーランク） （鳴滝第一保育所）

予定
9月 泉南市馬場老人会と交流 （馬場老人集会所）

商工まつり （サザンピア）

10月 大阪府人権教育協議会 (泉の森ホール）

11月 泉南市金婚式 （あいぴあ泉南）

12月 自立支援啓発 （イオン日根野店）
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太鼓の練習風景（おもちゃライブラリーのメンバーとともに） 

ベリーダンスの方たちとのコラボレーション（鳴二保にて） 

ポルトヨーロッパにて （おもちゃライブラリーのメンバーとともに) 

園児たちとエイサー交流（鳴一保にて） 



１月度

２月度

３月度

４月度

５月度

６月度

７月度

ご寄付をいただきました。　ありがとうございました。
匿名 ５,０００円 匿名

匿名 ハンドソープと詰替え用

山田様 佐藤様 松本様 浅羽様 和田様 田辺様 和気様 福本様

河野様 最上様 石橋様 太田様 西本様 辻谷様 田口様 池田様

丸谷様 奥野様 桐本様 若狭様 新谷様 松田様 梅田様 郷原様

大梅様 坂本様 川口様 生賀様 滝川様 定野様 中野様 掛水様

油谷様 田中様 　石井様 吉野様 川端様下河内様 東　様 八木様

丸山様 中川様 森田様 岡田様 山本様 十川様 高岡様 塚本様

兵庫様 近西様 小川様 杉岡様 加納様 植田様  安 様 木村様

大部様 藤本様 石井様  辻 様 前田様 片岡様 追田様 中野様

木下様 川下様 箱部様 狭間様 松井様 新美様

【順不同・敬称略】 ありがとうございました。

（誤記および、記載漏れの場合もあろうかと思いますが、ご了承ください）

あとがき

　　　　　　　　　ホームページアドレス＝http://www.workcenter-hos.com/
　　　　　　　　　メールアドレス＝workcenterhos-1@rinku.zaq.ne.jp
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１０,０００円

北川商店様

６０,３２０円

３９,６５０円

　　　　　ボランティア及びご協力いただいている方々。

３６,７５０円

４８,６９０円

５１,１３０円

４５,８５０円

廃品回収収益
４９,６５０円 泉南市内はもとより阪南市、 

熊取町、泉佐野市、岸和田市 

や和歌山の岩出にと、リサイ 

クルの可能な資源を集めてい 

ます。 

ご協力いただいている皆様に 

感謝しております。 

廃 品 回 収 

  民主主義がベストとは云わないが、世界の国々で民主化が進んでいるかはその国における 

次の三つがバロメーターとなりうるだろう。一つは交通ルール、右側通行であろうと左側通行で 

あろうと、きちっと法則が守られているか？次に行列にて順序よく順番を待てるか？汽車に乗車 

する際の行列、切符購入時の行列、商店での買い物の行列とわれ先にではなく、順序よく並んで 

待てるか？最後に障がい者が表に出ているか？障がい者の施設が判りやすいところにあるか？ 

障がい者が街で堂々として生活しているか？この三点が民主化の進展の目安となるように思い 

ます。生きることが、食べることがどうしても先行せざるえない事情があるならば、上記の三点は 

ないがしろにならざるをえないだろう。生命が保証され、生活が安定したところで初めて、この交 

通ルールの遵守、行列にて順番を守る、そして障がい者の存在がみえる国となり、それが民主 

化への入り口になっているようです。さて今の日本では如何だろうか？すべてが出来ているよう 

ですが、表面だけの深みのない出来あがりのようです。大きな事態が起きたときには簡単に崩 

れるような脆い気がします。まして障がい者における対応がしっかり根付いていないようで、でき 

れば避けたい、近づきたくないという意識がまだまだ根底にあるようです。障がい者が社会に完 

全に溶け込め、堂々と生活できるようになるには、まだまだ遠い気がするのは私だけでしょうか？ 


