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特定非営利活動法人 ＨＯＳ  

  今回もまた、発行が遅れたＨＯＳ通信です。発行をと考えている内に、次から次へといろんな事が 

起こっては解決し、また新たな事が起こったりで、「あっ」と言う間の一年です。 

次回からは、きっちりと思うのですが、さてどうなることやら・・・。 

福祉サービスも諸般の法改正などがあり、次から次へと頭の中を変えていかねばなりません。 

当法人も、新規事業として「就労移行事業」を８月よりスタートさせ、新たな方向も見出していく所存 

です。更なるご支援、ご指導をお願いいたします。 

福祉の形もいろいろあるようで、様々に新施設が出来ており、障がい者にとっては喜ぶべきなのか 

も知れませんが、そこにある事業者たちの思いの先は、一体なんだろうかと疑問に思うこともしばし 

ばあります。誰が為の施設なのかと、問い正したくなるような施設もあるようです。 

 ホスはまだまだ小さな施設ではありますが、初心の「障がい者を中心とした障がい者の為の施設」 

づくりを心に刻み、地道に堅実に歩んで行きます。 

   昨年１０月と、今年の５月に須川芳二（元淡輪小校長）さんに、石のアートを教えていただきました。 

須川さんが集めてくださった石に、絵の具で細い筆を用いて描きあげます。大小さまざまな形の石が、 

個性あふれるキャンバスになります。作品の多くは次回の作品展で見ていただけると思います。 

ホスの新たな絵画教室として、学びつづけて行きたいものです。 

ストーン・アート 

真剣なまなざしで、描いています。 

おっとっとっと！さかなかな？！ 
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ＨＯＳ ＮＯＷ 
ホスにクラッシュがやってきた（泉大津市出身・ロックバンド） 

 ５月２４日にクラッシュさんが来て下さいました。一緒に軍手のセットアップの作業を、またミニコンサートも 

行われ、みんなノリノリで手拍子や手を振っての賑やかなひとときを過ごしました。 

 ホス発足前の１９９８年４月より、実験栽培を経て 

ホスと共に歩んできたケナフの栽培。 

茎の表皮からパルプづくり、そして紙すきをして 

ハガキづくりに、また葉を使ってのクッキーづくりや 

茎を使ってのクラフト作品へと。 

ケナフを通じて、広島や海南のケナフの会との交流、 

地域の小中学校等との交流と多くの方々の協力を 

経て、今日に至っています。 最大で４メートルにも 

生育するケナフ、２から３メートルにも伸びたケナフの 

収穫、表皮剥きや細かくカットして紙すきの準備と 

手間のかかる作業ですが、頑張って臨んでいます。 

バザー等での販売もしていますので、ご利用下さい。 

           （時期により、品切れの場合もあります。） 

ケナフの種まき・収穫 
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ニンニク・ジャガイモの収穫 

ご存知ですか？ 

職員のユニフォームのポロシャツが 

決まり、いろんな色で室内に花が 

咲いているようです。黒・オレンジ・ 

パープル・グリーン・ブルーと、職員 

 畑の作物も順調に育っております。 

１９９９年の金熊寺の畑での作物作りを皮切りに 

六尾での野菜作りや岡中の畑と、様々な作物を 

作ってきましたが、現在、馬場と男里にて作物を 

育てています。キュウリ・トマト・スイカ・サツマイモ 

落花生・茶豆・ハヤトウリ・大根・エンゾウ・玉ねぎ 

ニンニク・ジャガイモと、数えればきりがない程の 

種類に挑戦しました。 

雨に悩まされたり、日照りに悩まされたり、害虫に 

悩まされたりと思わぬ事態を何度も越えて、慣れ 

て来たこともあるでしょうが、何とか作物として表に 

出せるような物ができるようになりました。 

ご協力やご支援してくださる多くの方々のご尽力 

のおかげで今日に至っています。 

お知らせ であった仲間のコンサート 

１１月１０日（日） ＰＭ１：３０～ 

泉南市立市民体育館にて 
参加団体：創価和歌山ブルーイーグルス 

    ：クラッシュ（ロックバンド） 

    ：しの笛 

    ：太鼓グループ 

テーマ  愛 

入場無料 

新しい仲間の紹介 

今年から新しい仲間が加わりました。 

西田 久志さん 
の２名です。 



8月 ：スパヒルズで太鼓演奏（河内長野市）。

9月 ：馬場老人集会場にて太鼓演奏。

：ケナフの収穫。

：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。

:影絵観賞（泉の森ホール）。

:商工まつりに参加（サザンぴあ）。

10月 ：ストーン・アート（絵画教室）。

：障害者文化フェスタに参加（ビッグアイ）。

：西信達フェスタに参加。

：障害者スポーツ大会。

：稲刈り。

：老人会（ゲートボール）と交流。

：脱穀作業。

：樽井小学校との交流。

：保護者会。

：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。

11月 ：味噌づくりを始める。

：道頓堀バザーに参加。
（大阪府工賃倍増計画推進事業）

：くすのき幼稚園との交流。
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活動記録 

スポーツ大会にて 

ケナフの収穫 

稲刈り 

老人会でのゲートボール 

さあ！味噌づくりです 

大根の漬け込み開始 



11月 ：長南中学の生徒６名が体験に来られる。

：漬物の漬け込みをはじめる（あまみちゃん）。

12月 ：野外活動（京都水族館）。

：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。

：クリスマス会。

：鳴滝小学校との交流（マジックショー）。

：里海公園マラソン大会にバザー出店（焼いも販売）。

：クラッシュさんのクリスマス会に参加。

：注連縄づくり。

：保護者会。

1月 ：からし漬け（ピリたくん）の漬け込み。

：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。

：餅つき。

：ジャガイモの定植。

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。

：保護者会。

3月 ：スパヒルズで焼きイモ販売。

：ボランティアフェスティバルに参加。

：野外活動（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）。
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マラソン大会での焼き芋販売 

ボランティア・フェスティバルにて 
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スパヒルズで焼き芋販売 



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。

：タケノコ掘り。

：ケナフの紙すき（はがきづくり）。

：保護者会。

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。

：ストーン・アート（絵画教室）。

：鳴滝第一保育所の園児さんが来所。

：クラッシュさんが訪問、交流。

6月 ：鳴滝第二保育所の園児さんが来所。

：バラ園の見学に。

：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贈呈式。

：保護者会。

：田植え。

：支援者の梅林での梅収穫。

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。

:地域安全大会（田尻町公民館）。
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参加させていただいた会議、研修等 
 

１月  泉南市福祉サービス事業所連絡会議 

     支援学校の勉強会 

     障害者虐待防止の勉強会 

２月  ホリ推進会議 

３月  泉南市福祉サービス事業所連絡会議 

４月  ホリ推進会議 

５月  障害者自立支援制度における指定事業者・施設集団指導 

     泉南中学校、ふれあい部会 

          泉南市福祉サービス事業所連絡会議 

６月  泉南中学校、ふれあい部会 

７月  泉南市福祉サービス事業所連絡会議 

          クロネコヤマト、スキルアップ研修会 

     自立支援基礎講座 

     佐野支援学校（砂川校）の職業教育の学習会 

８月  ジョブネット泉州南 勉強会 

     「障がい者の文化と娯楽」勉強会 （菊水楼） 

 

６月の２４日、開所以来から手話、折り紙でお世話になっていた和田アツ子先生が逝去されました。 

作業所の壁を飾ってくれた折り紙での作品も、何かしら寂しげに思えます。利用者の多くも、完璧で 

はないにしても、手話を理解できるようになっていました。役員や職員からも「和田のおかあさん」と 

親しく接しさせていただいての１２年、有り難うございました。ご冥福をお祈りいたします。  合掌。 

訃報 （悲しいお知らせ） 

お米づくり 
５月に田植えをし、すくすくと 

育っています。 

減農薬での栽培のため、野生の 

タニシが増殖し、はびこっています。 

タニシは稲をも食い荒らし、また 

卵を産み付けていきます。 

暑い中、タニシをひとつひとつ 

駆除し、また比較的雨の少ない中 

水の管理にと日々頑張っています。 

秋、１０月中旬には稲刈りをして 

天日干しで乾燥させて脱穀。おい 

しいお米が出来上がります。 

タニシがいます 
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ホスのオリジナル商品のラインナップ 
コマーシャルのページです。 

染め工房 

ケナフの表皮からの 

手漉きの紙づくり。 

葉書にして販売して 

います。環境にやさ 

しいケナフ100％の 

ホスの畑で育てた大根のお漬物「ピリたくん」と 

自分たちの作った米と大豆での 

米麹味噌、泉州に伝わる手作り 

利用者が自らの好みの色に染め 

柔らかい風のようなスカーフを、 

カラフルなハンドタオルにオリジナルの 

デザインのテープを施した小粋なアイテム。 

季節商品のため、いずれも品切れの場合がありますので、あらかじめ確認を願います。 

１枚 ５０円 

500ｇ ４５０円 

１ｋｇ  ９００円 

２５０円 

２００円 

３００円／枚 

２０００円／枚 



（エイサー・チャンゴ）

報告

２４年

　8月 狭山スパヒルズ

　9月 商工まつり

泉南市馬場老人会との交流

10月 障害者文化フェスタ （ビッグアイ）

大阪府人権教育協議会 （貝塚体育館）

11月 泉南市金婚式典　 （あいぴあ泉南）

ミュージックフェスタ （泉南文化ホール）

12月 自立支援啓発 （日根野ジャスコ）

25年

６月 人権交流チャンゴ演奏 （泉佐野第二小学校）

7月 保育所交流（太鼓・パーランク演奏） （鳴滝第二保育所）

デーケアホリの老人との交流 （デーケアホリ）

地域安全協会 （田尻公民館）

８月 保育所交流（パーランク演奏） （鳴滝第一保育所）

9月 障害者芸術文化フェスタ2013 （ビッグアイ）

予定

10月 泉南中学校ふれあいフォーラム (泉南中学校）

西信達フェスタ (西信達中学校）

11月 泉南市金婚式典 （あいぴあ泉南）

であった仲間のコンサート （泉南市立市民体育館）

商工まつり （サザンピア）
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（馬場老人集会所）

　　きょうだい鼓（太鼓演奏）の報告と予定

（サザンピア）

（スパヒルズ）



８月度 ３月度

９月度 ４月度

１０月度 ５月度

１１月度 ６月度

１２月度 ７月度

１月度 ８月度

２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 ５０,０００円

※ 日頃よりご支援下さっている方から、食事会（ワシントンホテル）にご招待いただきました。

好きな料理に満足、帰りに観覧車にも乗り楽しい時間を過ごさせていただきました。

最上様 佐藤様 松本様 木下様 前田様 田辺様 和気様 福本様

河野様 大部様 石橋様 太田様 西本様 辻谷様 田口様 梅田様

油谷様 奥野様 桐本様 若狭様 新谷様 松田様 追田様 郷原様

大梅様 阪本様 川口様 生賀様 滝川様 定野様 中野様 掛水様

藤本様 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 箱部様 岡田様 山本様 十川様 高岡様 塚本様

兵庫様 近西様 片岡様 松村様 須川様 植田様  安 様 木村様

狭間様 田島様 中野様  辻 様小八重様 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

廃品回収収益
４０,８１０円

３７,６５０円

北川商店様

４０,９００円

４０,７００円

３３,２１０円

　　　　　ボランティア及びご協力いただいている方々。

４４,３３０円

３７,１１０円

４４,０５０円

４１,９００円

４９,３６０円

４２,０１０円

４８,９５０円

３６,４３０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 

  人が左右できるのは、自分の心だけと昔から賢人がいう。人の心の動きがわかるでしょうか？ 

決して他人の心の動きは読めないものです。 

最近聴いたラジオの中で、わんぱくな男子中学生が母親に三年間作ってもらったお弁当の最後の 

日に、今まで口にしたこともない「３年間、ありがとう」のメモが、空の弁当箱に入っていた、母親は 

その場で号泣したとか、またその話を聞いていたパーソナリティーも涙声での放送でした。 

またテレビの保険会社のコマーシャルにも、いつも送ってくれた父親に、卒業式の日に「お父さん、 

今日までありがとう」と女子校生。何も言わない、会話の少ない女子校生の素直な気持ちが見えて 

いずれも何となく涙腺を揺すられる思いです。片や自分の思いが成し遂げられず、犯罪に及ぶ者も 

あれば、片やこの話のようにこころのひだを感じさせることもある。自分自身を中心に考えると、どう 

しても無理のある行為がでるでしょうし、そんな思惑が垣間見られると悲しくなってきます。 


