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特定非営利活動法人 ＨＯＳ  

  今年も不順な天候になっているようで、毎年異常気象が伝えられることが多くなりました。 
気象の変化はもとより今までになかったことも多く体験したり、聞いたりと忙しい昨今です。 
「５０年に一度あるかないかの・・・」や「これまでに経験のないような・・・・」の表現で報じられる 
気象警報もあり、今夏からは「特別警報」として伝えられるとか。高度な気象衛星がもたらす情 
報での災害回避はそれなりにありがたいのだが、火山の噴火警戒や、立入り禁止とか今まで 
に耳にすることがなかった事が多いようで、ハンディを持った高齢者や障がい者、弱者はこんな 
事態が生じた時にどのように振る舞えば良いのだろうか。「特別警報」の折に、まず先にこれら 
の弱者の対処方法が徹底的に認知されるように取り組んでおかねばならないだろう。折角発令 
されても、どうしたらとウロウロしている場合ではない。まず弱者の対処法が示され、徹底される 
のが本来の警報の姿のような気がしますが。 
 
 

 

日本財団より福祉車両の助成を 
受け、利用者の送迎サービスを 
始めました。やさしい運転手の 
若狭さんに護られて、乗るのを 
楽しみに笑顔で出勤しています。    

まったくミシンを扱ったことのない 
利用者が縫っては解きを重ね、 
今では縫製の作業が上手になり 
楽しいようで毎日頑張っています。 

タオルの縫製 

送迎サービスをスタート！ 
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 月１回、先生にお越しいただき季節に応じた 
文字を選んで、真剣に書いています。 
利用者も気持ちが落ち着くようで、いつもより 

穏やかになっているようです。 

 ホスの近くの花壇に 
夏には色あざやかな 
オレンジのマリーゴー 

ルドを植えました。晴 
天続きと、雨が少ない 
中 水やりを頑張って 

います。 
道行く人の目を楽しま 
せてくれたら嬉しいで 
す。 

 軍手に穴があいていないか等、検品をし機械で 
ダースごとに束ねて、シールを貼り梱包し納品します。 
軍手工場の人らとも顔なじみになり、納品に行くのを 
楽しみにしています。 

新利用者の紹介 

  霜鳥実咲さん 
  藤井 覚さん 
  藤田巧輔さんの 

   ３名が今春より 

わたぼうし 

新しい作業所「わたぼうし」を 
開設しました。 軍手のセット 
アップ作業を頑張っています。 

軍手のセットアップ作業 

委託管理業務＝花壇 

習 字 教 室 

世界にひとつしかないコンサート 
 １１月２９日（日） あいぴあ泉南にて 
第１１回目の「世界にひとつしかないコンサート」 
が開催されます。 

 「出逢った仲間が創る音」をサブタイトルとして 
２００２年から行われています。 
関西三宅会の方々、泉佐野市民オーケストラの 

方々、クラッシュさんや北出 昭さんによる太鼓の 
張替え等を予定しています。 
ぜひご覧下さい。 

 

予 告 



８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。

9月 ：ケナフの収穫。

：保護者会。

：早稲の稲刈り。

：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。

１０月 ：泉中フォーラムに参加（泉南中学校）。

：老人会とのふれあい交流。

：稲刈りと脱穀作業。

11月 ：商工まつりに参加（焼いも販売）。

：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。

：習字教室の最上先生の作品展を鑑賞。

：大根の収穫、「ピリたくん」の漬け込み開始。

12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。

：岬町の町民マラソン大会にて焼いもの販売。

：クリスマス会（クラッシュ演奏会）。

1月 ：餅つき大会。

：保護者会。

活動記録 

脱穀作業も手馴れたもので 

餅つき大会 
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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。

3月 ：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。

：ボランティア　フェスティバルに参加。

：送迎サービス開始。

：作業所「わたぼうし」開所。

４月 ：入所式（27年度）。

：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。

：イエローレシートキャンペーン助成金の贈呈式。

：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。

：タケノコ掘り。（支援者の竹林にて）

:アスポートせんなん塾の方がボランティアで来所。

：エンドウ豆の収穫。

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。

：ケナフの種まき。

：ジャガイモ、玉ネギの収穫。

:藤まつりにて藤の花観賞

27年度入所式 

ジャガイモの収穫 藤まつり 

タケノコ堀り 
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5月 ：水田の溝掃除、除草作業。

6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。

：田植え
　長年の経験で、みんな上手く
　植えられるようになりました。

：梅の収穫。（支援者の梅林）
　雨空の下、いっぱいの梅を
　収穫させていただきました。

：泉南支援学校より1名の実習生が実習に来られる。

：佐野支援学校より２名の実習生が実習に来られる。

7月 ：水田の溝掃除、除草作業。タニシ駆除。

：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。

8月 ：進路選択事業で２名が３日から１２日（８日間）まで実習に来られる。

：泉南支援学校小学部の先生方が見学に来られる。

：泉南支援学校の保護者の方々が見学に来られる。

：教員初任者研修で２名の先生が実習に来られる。

：保護者会

ジャガイモの収穫 藤まつり 

日直当番 

郵便物を取りに行ったり、昼食の準備 
軍手作業の目標数を決めたりと、大忙し 
また、みんなが使うトイレの掃除も当番が 
あり、職員と共に励んでいます。 
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平成26年 ８月 泉南市障害者策定委員会
９月 泉南中学ふれあい部会

ビッグアイの打ち合わせ会議
高次脳機能障害の勉強会
泉南市福祉サービス事業所連絡会議
泉南支援学校にて「働くをささえる」勉強会

１０月 相談支援の勉強会
１１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反省会
１２月 ジョブネット泉州会議

泉南市障害者策定委員会

平成27年 ２月 ボランティアフェスティバルの打ち合わせ会議
３月 泉南市福祉サービス事業所連絡会議

ジョブネット泉州会議
泉南支援学校にて勉強会

５月 障害者支援制度集団指導（大阪府）
ジョブネット泉州会議
泉南中学ふれあい部会

７月 ジョブネット泉州会議

８月 公共施設等ファシリティマネジメント講習会

（エイサー・チャンゴ）

報告

　8月 鳴滝第一保育所の園児さんとパーランク交流

　10月 大阪府文化・芸術フェスタ２０１４ (堺市ビッグアイ）

泉南中学校ふれあいフォーラム (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）

　　きょうだい鼓（太鼓演奏）の報告と予定

（鳴滝第一保育所）

参加させていただいた会議、研修等 

２６年 

毎月 ２回 あいぴあ泉南で 
PM7：00からPM9:00まで練習しています。 



　12月 クラッシュ感謝祭・クリスマス会 （泉南文化ホール）
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1月 特養「ぶどうの木」の老人の方々と交流 （ぶどうの木）

2月 泉南市立「くすの木幼稚園」との交流 （くすの木幼稚園）

　４月 泉佐野なかよしディサービスの方々との交流会

6月 ディケアホリの老人の方々と交流 （ディケア　ホリ）

　７月 なるにっここども園の園児さと交流 （なるにっこ認定こども園）

南泉州和太鼓の集い （いこらモール泉佐野）

　８月 ニチイキッズの園児さんとの交流（パーランク） （ニチイキッズ泉南保育園）

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 商工まつり （サザンピア）

であった仲間のコンサート （あいぴあ泉南）

　平成26年度 　平成27年度

７月度 １月度

８月度 ２月度

９月度 ３月度

１０月度 ４月度

１１月度 ５月度

１２月度 ６月度

４９,２６０円

４０,５００円

５５,２６０円

３８,２５０円

５９,１１０円

４２,３００円

（あいぴあ泉南）

４３,４１０円

３７,５５０円４１,７２０円

廃品回収収益

４０,８００円

４４,５３０円

４４,１４０円

泉南市内はもとより阪南市、 
熊取町、泉佐野市にと、 
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 

２７年 

くすの木幼稚園 
ぶどうの木 



７月度

８月度
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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 田島様

【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

北川商店様

　　　　　ボランティア及びご協力いただいている方々。

５０,０３０円

４２,５８０円

  最近、書店でこんな本を見つけた。それなりの年配の方ならご存知だろう、元ＮＨＫのアナウンサーの 
下重暁子さんの「家族という病」（幻冬舎新書）という本です。家族のことはよく知っていると思っていても 
本当に知っているかと問い詰めたら、意外と知らないなあと思いませんか？家族だから何でも言い合え 

る、全てを理解できていると思っていませんか？ 家族間での争いや、いやいや単に言い争いで済めば 
良いのだが昨今、家庭内暴力事件も珍しくなくなった。そうなる前に思いっきり話し合ったか疑問である。 
子供の反抗期や晩年の兄弟間争議とか、これらは本当の家族を知らないことから起こる事象ではない 

だろうか。この本による問題提起もなかなか面白いと感動しています。 
さて、これらを障がい者を持つ家族に置き換えてみたらどうだろう、障がいがあるからと障がい者自身と 
話し合うことすらしないで親が勝手に暴走し、知らないうちに家族という中からも外し、まるで部外者のよ 

うな扱いをしている親御さんも多く見受けられる。家族内でのいじめや虐待、疎外を繰り返し、まさしく家 
族というヨロイに隠れた「家族の病」でしょう。 

家族ですら、こんな流れにのみ込まれているのに、全く現状を知らない第三者から、障がい者とは云々 
と言われても、妙に疑問が起こるだけなのです。だがこれらの第三者や健常者にも障がい者を理解して 
もらえるように、我々としても一歩づつ理解を推し進めていかなければならないのも現実です。 

人間の持つ限りない愛情を深めるために、さあ家族でゆっくり話でもしてみましょうか・・・・。 



　　　　　　　　　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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