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特定非営利活動法人 ＨＯＳ  

  妙な天候の昨今ですが、今年も新しい利用者を迎え新たな年度が始まりました。 
消費税アップや光熱費のアップと穏やかに過ごす訳にもいかない現状ですが、私たちも日々 
新しい対応に迫られての活動のスタートです。 

利用者の人数が増すと、どうしても目配り気配りが疎かになりがちなので、そこにも注意を図り 

ながら職員の増員も踏まえての対応も求められるところです。 

当施設も、就労継続支援Ｂ型事業・就労移行支援事業と煩雑な内容での推移の真っ只中に 

突入で、思考錯誤を繰り返しております。なんとしても利用者を中心にした考えを基準としての 

「誰がための・・・・」を施設のモットーに、ホスの目標 認められるよろこび／働くよろこび／居場 

所があるよろこび／出会えるよろこび／個性が出せるよろこび を、再度目指して行きたいもの 

です。 

平成２６年度入所式 

新利用者の紹介 

新職員の紹介 

中野雄太さん 
前田将明さん 
 
赤路洋子さん 
的場貴之さん 
甲斐龍一さん 

職業指導員  山原龍也さん 

日本財団より福祉車両の助成を    
受けました。 

４月１日（火）に 
入所式を行いま 
した。中野さん、 

前田さんに理事 
長から入所許可 
書が渡され、少し 

緊張気味に受け 
取っていました。 
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ＨＯＳ ＮＯＷ 
ホスの味噌 

 （泉州地方に伝わる手作り味噌） 
ホスで収穫した減農薬のうるち米を使用し 
こうじ菌の醸し出す心地よい香りを味わい 

ながら作っています。 
昔、懐かしい味がすると大好評で、多くの 
方々に購入していただいています。 タオルの裁断作業 

 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・ジャガイモの収穫 

 大阪府工賃向上計画支援事業、ＰＡＳＳＯの紹介で 
犬のバンダナの袋詰め作業をはじめて１年半になりま 
す。アイロンがけをし、綺麗に袋詰めをします。アイロン 

がけもみんな上手く出来るようになり、家庭でもアイロン 
を使えるようになったと保護者の方も喜んでおられまし 
た。 

イエローレシート助成金贈呈式 

 長く繋がったタオルを、タオルカッターを使いゆっく 
り丁寧に裁断して枚数を数え梱包して納品します。 
タオルカッターの使用も随分慣れて、作業もスピード 
アップしています。 

 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。 
バザーや地域の方々にご購入いただき、おかげさま 
で完売いたしました。 

バンダナの袋詰め作業 

軍手のセットアップ作業 

 今日の仕上げの目標を決め、日々 
励んでいます。月間の目標設定をし、 
グラフに進捗状況を記入し目標達成 

に、まい進。達成すると「頑張ったで 
賞」をもらえるので、みんな真剣に作 
業に取り組んでいます。 

みんなで目標に向かって頑張るぞ 
エイエイオー!!５月,６月は目標達成！ 
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トピックス 

田植え 
 水田の中に入るのを、はじめはためらっていた利用者も一足入ると笑顔で 
苗を植えていました。収穫までの四ヶ月、水の管理や除草、草刈りと暑い中 
頑張って育てています。もちろん減農薬です。 
収穫したお米は販売、またお味噌にも加工して販売しています。 
販売期間が限定されますが、ご利用下さい。 
 
お米（うるち米・未精米） ３０ｋｇ ９,０００円 
味噌 ５００ｇ ４８０円 ,１ｋｇ ９６０円 

 今春、入所された山崎秀人さん（19歳）は中学一年から卓球をはじめ、 
メキメキと腕を上げました。 
現在では週に一度仕事が終わると、岸和田市まで練習に、また日曜日 
には天王寺に練習にと励んでいます。７月には大阪代表として障害者の 

全国代表選出大会に参加することになっています。 
頑張れ!!、みんなで応援しています。 



9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。

10月 ：稲刈り。

：泉南市ｽﾎﾟｰﾂ交流会に参加。

：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助成金贈呈式に。

：砂川支援学校より２名の実習生の受け入れ。

11月 ：泉佐野長南中学校の生徒が体験実習に来所。

：保護者会

：脱穀作業。

12月 ：劇団四季の観賞会（ビッグアイ）。

：岬町の町民マラソン大会にて焼いも、味噌の販売。

1月 ：餅つき大会。

：保護者会。

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いも販売。

：味噌作り。

：ジャガイモの定植。

：海洋センターへ除草作業（施設外就労訓練）。
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活動記録 

脱穀作業も手馴れたもので 

ジャガイモ植え 

除草作業 

マラソン大会での焼いも販売 

餅つき大会 



3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いも販売。

：岬町いきいきパークのグランドオープンにて焼いも販売。

：ジャイロキネシス（やさしくエクササイズ）に参加。

：みんなのカフェにて焼いも、小物販売（りんくう体育館）。

：保護者会。

4月 ：入所式。

：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助成金贈呈式に。

：タケノコ掘り。（支援者の竹林にて）

:スパヒルズにて販売。

：藤まつりにて藤の花を見学。

5月 ：農作業（籾蒔き、溝そうじ、肥料撒き、ジャガイモ・ニンニク・タマネギ収穫
　サツマイモの定植）収穫、準備と大忙し。

：保護者会

：ワークサポートステーション・スウェルさんが就労移行の一環として
　服の販売に来所。

：ディサービス、ピースの方が見学に来られる。

：ケナフの種蒔き。

：ケナフの紙漉き（ハガキを作りました）。

6月 ：泉佐野なかよしディサービスに野菜、焼きいもの販売に。

：泉南支援学校より２名の実習生が実習に来られる。
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ジャイロキネシス 

焼いも販売の１コマ 

タケノコ掘り 

ホスでの給料でＴシャツや 
靴下を選び、ショッピングを 
楽しんでいます。 



6月 ：岬町の深日港フェスティバルに出店。

：鳴滝第二保育所の園児２５名が見学に来られる。

：田植え

：梅の収穫。（支援者の梅林）

7月 ：除草作業（田尻町：施設外就労訓練）

：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。

：水田の溝掃除、除草作業。タニシ駆除。

：味噌づくり

：保護者会

１月 泉南市福祉サービス事業所連絡会議
泉佐野支援学校（勉強会）

２月 砂川センターより訪問研修会
ジョブネット泉州会議
就業・生活支援センターで研修会
支援学校卒業生の入所説明会
エルチャレンジから現場指導
強度高次脳障害の勉強会
高次脳機能障害の勉強会

３月 アセスメント勉強会（佐野支援学校）
みんなのカフェの打ち合わせ
ジョブネット泉州会議
泉南市福祉サービス事業所連絡会議
泉南市自立支援会議

４月 泉南支援学校・砂川高等支援学校の入学式
５月 泉南市福祉サービス事業所連絡会議

泉南中学ふれあい部会
ジョブネット泉州会議

６月 泉南中学ふれあい部会
就労支援研修ホップへ実習に
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参加させていただいた会議、研修等 

深日港フェスティバル 



（エイサー・チャンゴ）

報告

　9月 大阪府障害者の文化、芸術フェスタ・一次予選

　10月 障害児教育で太鼓演奏 （樽井小学校）

泉南中学校ふれあいフォーラム

西信達フェスタ （西信達中学校）

　11月 であった仲間のコンサート （泉南市体育館）

障害児学習 （鳥取中学校）

商工まつり （サザンぴあ）

大阪府障害者の文化、芸術フェスタ・二次予選

　２月 全日本不動産協会大阪府南支部合併披露ﾊﾟｰﾃｨ （ーﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗ・ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ）

　４月 スパヒルズ。桜まつり （狭山市　スパヒルズ）

　6月 泉佐野なかよしディサービスの方々との交流会 （あいぴあ泉南）

老人の方々との太鼓交流 （ディケア　ホリ）

7月 鳴滝第二保育所の園児さんと交流（パーランク・太鼓） （鳴滝第二保育所）

予定

8月 鳴滝第一保育所の園児さんと交流（パーランク） （鳴滝第一保育所）

10月 大阪府文化・芸術フェスタ２０１４（太鼓演奏） (堺市ビッグアイ）

泉南中学校ふれあいフォーラム（太鼓演奏） (泉南中学校）

人権を考える保護者の集い（太鼓演奏） （末広小学校）
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（ビッグアイ）

（泉南中学校）

（ビッグアイ）

　　きょうだい鼓（太鼓演奏）の報告と予定

２５年 

２６年 

泉南おもちゃライブラリーと クラッシュと 創価和歌山ブルーイーグルスと 



９月度 ５月度

１０月度 ６月度

１１月度

１２月度

１月度

２月度

３月度

４月度

山田様 佐藤様 松本様 浅羽様 中野様 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 木下様 川下様 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 新美様

狭間様 松井様

【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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北川商店様

４５,６５０円

５１,０７０円

　　　　　ボランティア及びご協力いただいている方々。

３３,５９０円

４６,６００円

４５,８３０円

４１,６１０円

３５,６００円

５０,９７０円４４,９２０円

廃品回収収益
５５,６３０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 

  こんな歌をご存知ですか？ ぼくらはみんな生きている/生きているから うたうんだ/ぼくらはみんな 
生きている/生きているから かなしいんだ/手のひらを太陽に すかしてみれば/まっかに 流れる/ぼく 
の血潮/ミミズだって オケラだって アメンボだって/みんな みんな 生きているんだ/友だちなんだ 

最近、あまり耳にしないような気がしますが、全てのものが生きており、友だちなんだと教えられた記憶 
があります。なぜこの歌を、思い浮かべたかというとソチ冬季パラリンピックゲームを視ていて、いろんな 
ハンディキャップの中での闘志溢れる競技に、まさしく『生』を『平等』を感じさせられたからです。 

すべて生を受けたものは平等である、平等でなければならないのです。障がいがあるからではなく、障 
がいの有無に関係なく、平等なのです。逆説的にいうと障がい者だから保護されるという概念は平等を 
否定することにもなりかねません。同じように進み困難が生じたときに手助けされるのが理想では・・・。 

昔、米国のケネディ大統領が就任の折「国がなにをしてくれるのではなく、国民が国に何をしてくれるか 
である」と。障がい者だから、すべて保護され優遇されるのではなく、出来ることはやる、任せるだけでな 

くやれるものは進んでやっていくがこれからの障がい者の本来の姿ではないだろうか？  
すべての人たちが手を太陽に透かせて見れば、みんな同じ真っ赤な血潮が流れているのです。 
久しく太陽に手を透かせて、血潮の流れを見てみたいものです。 

 
 
 


