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（令和元年6月から令和元年8月まで）

法人本部総務部 掲示板

掲示板コーナー

6月 行　　　　　　事

9日

第66回評議員会
第1号議案　定款変更の件
第2号議案　借入に伴う担保設定の件
第3号議案　理事監事選任の件
第4号議案　�平成30年度　事業報告承認の件

および令和元年度　事業計画　報
告の件

第5号議案　�平成30年度　決算承認の件およ
び令和元年度　予算報告の件

第6号議案　監事監査報告の件
第122回理事会
　第1号議案　理事長、副理事長選任の件

10・24日 経営会議
14・28日 運営会議
15日 法人採用説明会
17日 甲南大学ボランティアフェスタ
21日 医療連携推進室会議

26日
総務管理会議
関西福祉科学大学内説明会

28日 権利擁護虐待防止委員会

7月 行　　　　　　事
1日 大阪保健福祉専門学校内説明会
4日 京都女子大学内説明会

11・12日 採用一次面接
12・26日 運営会議

7月 行　　　　　　事
19日 医療連携推進室会議
20日 大阪府社協採用イベント
24日 経営会議
25日 採用二次面接

27日

第2回法人全体研修（内定者研修）
業務貢献表彰優秀賞発表・新規事業について
（すぎのこ訪問看護ステーション・発達支援あゆ
み）・ワークライフバランスについて・法人の会
計状況
第4次中期計画進捗状況の報告�｢中期計画後半
2ヶ年に向けて｣

31日 総務管理会議

8月 行　　　　　　事
2日 医療連携推進室会議

5・19日 経営会議
9・23日 運営会議
23日 権利擁護虐待防止委員会
26日 総務管理会議

27日
第123回理事会
第1号議案　�諸規則、規程類の改正の件
第2号議案　�事業計画進捗状況の件

28日
総務管理会議
新入職員研修

（河辺　記）

法人全体研修（内定者研修）
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萩 の 杜  掲 示 板

中庭を しました！

野菜もりもり萩の杜プロジェクト

リメイク

萩 の 杜  掲 示 板

（竹内　記）

夏休みは“夏”を満喫しました♪
かき氷やスイカ割りも楽しみました！

門先生によるＰＥＣＳ研修訪問
その後も振り返りを行いました！

池にはメダカや金魚もいます♪中庭でも野菜を栽培しています♪
収穫が楽しみです！
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ジョブサイトひむろ掲示板

（近藤　記）

★

たかつき○まるしぇにジョブサイトひむろで作った「ジャガイモ」を出店しました。
収穫からパッケージ作業、販売までしていただきました。たくさん買っていただきましたよ！

今年もいってきました！ふれあいデー！　いろんな手作り体験もしてきました。
ひむろからはキーフォルダーやマグネットに色を塗る体験ブースを出店しました。

今年もひむろの夏祭りを開催しました！いろんな出店でみなさん楽しんでおられました！

ジョブサイトひむろ 掲 示 板

７月１８日『たかつき○まるしぇ』

８月６日『ゆう・あいセンターなつのふれあいデー』

８月１３日『ひむろ夏祭り』

中庭を しました！

野菜もりもり萩の杜プロジェクト

リメイク

萩 の 杜  掲 示 板

（竹内　記）

夏休みは“夏”を満喫しました♪
かき氷やスイカ割りも楽しみました！

門先生によるＰＥＣＳ研修訪問
その後も振り返りを行いました！

池にはメダカや金魚もいます♪中庭でも野菜を栽培しています♪
収穫が楽しみです！
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大阪府発達障がい者支援センター アクトおおさか

6月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
4日 ペアレント・メンター活動打ち合わせ（四條畷市）
5日 ペアレント・メンター活動打ち合わせ（池田市）
6日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（池田市・東大阪市）

10日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（河内長野市）
13日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（八尾市）

14~15日 大阪府発達障害団体ネットワーク会議
発達障害者支援センター全国連絡協議会実務者研修・総会参加（横浜市）

19日 ペアレント・メンター活動打ち合わせ（羽曳野市）
20日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（能勢町）

7月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
1日 大阪府ペアレント・メンター事業運営委員会
2日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（東大阪市）
3日 ペアレント・メンター活動（池田市）
5日 ペアレント・メンター活動（貝塚市）
8日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（池田市）

10日 大阪府発達障がい児者支援体制整備検討部会
12日 ペアレント・メンター活動（四條畷市）

24～26日 発達障害地域支援マネジャー研修参加�
26日 ペアレント・メンター活動打ち合わせ（貝塚市）
29日 ペアレント・メンター活動打ち合わせ（茨木市）

8月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
1日 地域支援マネージャー事業（東大阪）
5日 発達障がい者支援センター連絡協議会
6日 内部研修（就労移行支援について）
7日 地域支援を考える会（発達障がいの二次障がいについて）
8日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（摂津市）
9日 地域支援マネージャー事業（吹田市）

16日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（茨木市）
18日 NPO法人DDAC（発達障害をもつ大人の会）ピアリーダー研修会講師
21日 地域支援マネージャー事業（能勢町）
22日 ペアレント・メンター活動打ち合わせ（豊中市）
27日 ペアレント・メンター活動打ち合わせ（太子町）
28日 地域支援マネージャー事業打ち合わせ（東大阪）
29日 アクトおおさか公開講座（本人の望む生活=本人支援+家族支援）

30日 大阪府発達障がい児者支援体制整備検討部会成人ワーキング
ペアレント・メンター活動打ち合わせ（寝屋川市）

（山根　記）
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⃝11月27日（水）14:00~16:15
テーマ：当事者と共に考える「当事者がつながるということ」
場　所：大阪市立住吉区民センター小ホール　　定員：３００名
＊事前に申し込み必要（アクトおおさかHPより申し込めます）
＊定員に達した時点で締め切らせていただきます

令和元年アクトおおさか　公開講座（支援者対象）のお知らせ

公開講座（一般市民むけ）を開催しました！！
アクトおおさか Topics!!

８月２９日の公開講座では「ご本人の望む生活=本人支援+家族支援」というタイトルで家族
支援をテーマに取り上げました。鳴門教育大学の小倉正義先生に「家族支援を再考する」と題し
た講演と、大阪府ペアレント・メンターより発達障がいのお子さんを育てられた経験をお話しいた
だきました。
参加者のアンケートでは、「自己選択していくことの大切さ」や「周囲が必要と考える支援と本
人の望む支援が一致しないこともあるため、改めて本人ニーズを確認していくことの重要性が理
解できた」などの意見をいただきました。講座会全体を通じて、家族支援を含めて地域で考えて
いくことが、ご本人支援にもつながっていくと確認できました。
多くの方に参加していただきありがとうございました。

鳴門教育大学大学院学校教育研究科人間教育専攻 
心理臨床コース臨床心理学領域准教授　小倉正義先生

今回の講座は
支援機関の方
対象です
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児 童 発 達 支 援 部

（西ヶ峯　記）

児童発達支援部

公開講座

Link

a n a z

うまく並べることができましたゲームグループ活動「かき氷を作ろう！」 他者との気持ちの違いを知る

支援グッズ閲覧中

will

コミュニケーション練習文章を作って 先生に伝えに行く保護者研修「疑似体験」

PASSO

プラモデルの組み立て 王将でご飯就労準備プログラム（企業実習）

コミュニケーション 完成図を見てその通りに並べてみる歯磨き
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ジョブサイトよど/ジェイ・ブランチよど掲示板

（黒木　記）

ジョブサイトよど 掲 示 板

初めての取り組みにワクワク！

みんなでかき氷を作って食べました。
好きなシロップを選んだりトッピングをしたり、おいしく楽しくいただきました♪

～CD鑑賞～
調理の活動でオムライスを作りました。　

～オムライス作り～
大きな会場にドキドキ・・・
でもがんばって売りました！

～コロッケ販売～

～慰労会～

～第2回ゲーム大会～ ～サッカー～ ～カラオケ～

～夏の慰労会～

ジェイ・ブランチよど

「おさるのグラグラゲーム
倒れないかドキドキ！！」

「君を～♪」
小田和正のYES－NOを歌いました！

「ビンゴ大会初参加しました」 「ビンゴ大会優勝♪」 「じゃんけん大会優勝」

ジョブサイトよど

ケチャ
ップで

にこち
ゃん

マーク
を

描きま
した！

大好きなぬいぐるみも一緒です♪

（西ヶ峯　記）

児童発達支援部

公開講座

Link

a n a z

うまく並べることができましたゲームグループ活動「かき氷を作ろう！」 他者との気持ちの違いを知る

支援グッズ閲覧中

will

コミュニケーション練習文章を作って 先生に伝えに行く保護者研修「疑似体験」

PASSO

プラモデルの組み立て 王将でご飯就労準備プログラム（企業実習）

コミュニケーション 完成図を見てその通りに並べてみる歯磨き
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ぷれいすBe掲示板

（下　記）

今回も土曜日を中心に様々な余暇・外出プログラムを実施
しましたのでご紹介させていただきます6月

アサヒビール工場見学 ガスト

万博公園

昔遊び 調理実習（カレーライス）

京都水族館 七夕

調理実習（ハヤシライス）

出雲大神宮

夏祭り イオン桂川

たこ焼きパーティー調理実習（うどん） カラオケ

泡遊び

8月

7月

ぷれいすBe 掲 示 板
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ジョブジョイント（JJ）おおさか -たかつきブランチ- 掲示板

6月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
7日 障がい者雇用セミナー

11日 事業所見学会（高槻）
15日 AM：土曜クラブ　PM：ジョイふるJJ（就職者向けサービス）
25日 事業所見学会（十三）

7月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
4日 企業見学会（なか卯、積水ハウス）
6日 土曜クラブ外出（大阪日本橋散策）
9日 事業所見学会（高槻）

10日 保育園プール組み立て　Ｗ+Ｓ（ワーク・アンド・サービス）
17日 はじめるCafé　#1
23日 事業所見学会（十三）

8月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
6日 事業所見学会（高槻）

10日 ジョイふるＪＪ淀川花火大会（就職者向けサービス）
17日 土曜クラブ外出（京都マンガミュージアム）

23・24日 職リハ学会　大阪大会
27日 事業所見学会（十三）
30日 おもしろ専門講座（革靴をはいた猫）

（上口　記）

保育園プール組み立て

淀川花火大会
就職者向けサービスとして行っているジョイふるJＪでは
毎年、十三に集まり淀川花火大会を鑑賞しています。
今年も皆さんでお話や食事を楽しみながら綺麗な花火
を見ることができました。

実習（パナソニック交野株式会社）
様々な企業で実習を行い、働く経験を積んで自分に合った
仕事を整理していっていただいています。
今回はパソコンなどの内部パーツの製造補助業務を経
験されました。

おもしろ専門講座
様々な仕事を知る機会として、実際に働いている方に
来ていただき「おもしろ専門講座」を行っています。
今回は「革靴をはいた猫」さんに、靴磨きや靴のお手入
れについて教えていただきました。

外部からの業務の依頼
を受けて実施するプロ
グラム（W+S）として、
保育園のプールの組み
立て作業をさせていた
だきました。
工具を使用しての組み
立て仕事を体験するこ
とができました。

（下　記）

今回も土曜日を中心に様々な余暇・外出プログラムを実施
しましたのでご紹介させていただきます6月

アサヒビール工場見学 ガスト

万博公園

昔遊び 調理実習（カレーライス）

京都水族館 七夕

調理実習（ハヤシライス）

出雲大神宮

夏祭り イオン桂川

たこ焼きパーティー調理実習（うどん） カラオケ

泡遊び

8月

7月

ぷれいすBe 掲 示 板
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LaLa-chocolat TAKATSUKI 掲示板

（中野　記）

日頃のご愛顧に感謝して、ララショコラ会員様のお
子さま向けにキッズお菓子教室を開催しました！
たくさんのお子さまにご参加いただき、クッキー作
りやチョコづけ、デコレーション体験をしていただ
きました。子どもたちの真剣なまなざしがきらきら
と輝いていました！
今回、お店として初めての試みで、事前にプレイベ
ントを実施し、イベント当日に向けて色々と準備を
してまいりました。プレイベントにご協力いただき
ました各事業所のスタッフの皆様も有難うござい
ました。この場をお借りして感謝を申し上げます。

ララショコラからお知らせです。いつもララショコラをご愛顧いただき、
誠にありがとうございます♪遠方にお住まいのお知り合いの方や、ちょっ
とした自分へのごほうびに、ぜひララショコラのショッピングサイトをご
活用ください！新商品を多数取り揃えております。

今年で第１８回目となるサニスポ夏祭りに、ララショ
コラも出店させていただきました。
大人気のチョコわらびもちや焼き菓子商品を販売
し、主催者様の協力等もいただき、なんと完売とな
り、ご利用者も大喜び！お祭りに来られたお客様が
「去年、わらびもちを食べて美味しかったから、今年
も買いに来たよ！」などと、お声をかけて下さり、ご
利用者も非常に嬉しそうに接客をされていました。
地域の皆様と直接お顔を合わせて接することがで
き、とても良い機会となりました。

第１８回 サニスポ夏祭りに出店！

会員様向けにお菓子教室を開催！

今後もララショコラでは、様々なイベントを企画し、どな
たさまにも愛されるあたたかい店舗づくりを目指していき
ますので、今後ともご愛顧よろしくお願い申し上げます。

 ララショコラからお知らせです！
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萩の杜家族会 掲示板

6月 行　　　　　　事
10日（月）茶話会　イオン新茨木店２階『カフェ�ペラゴロ』
11日（火）イオン黄色いレシートキャンペーン

17日（月）

安全対策委員会
　①給食試食会
　②施設内点検
　③安全対策委員会

23日（日）カトリック教会花販売
24日（月）会長会議

年1回実施しています。建物も20年たち防水面
の修繕をお願いしました。

施設内に防犯カメラの設置を施設側に要望しました。

建物内外の点検 安全対策委員会

LaLa-chocolat TAKATSUKI 掲示板

（中野　記）

日頃のご愛顧に感謝して、ララショコラ会員様のお
子さま向けにキッズお菓子教室を開催しました！
たくさんのお子さまにご参加いただき、クッキー作
りやチョコづけ、デコレーション体験をしていただ
きました。子どもたちの真剣なまなざしがきらきら
と輝いていました！
今回、お店として初めての試みで、事前にプレイベ
ントを実施し、イベント当日に向けて色々と準備を
してまいりました。プレイベントにご協力いただき
ました各事業所のスタッフの皆様も有難うござい
ました。この場をお借りして感謝を申し上げます。

ララショコラからお知らせです。いつもララショコラをご愛顧いただき、
誠にありがとうございます♪遠方にお住まいのお知り合いの方や、ちょっ
とした自分へのごほうびに、ぜひララショコラのショッピングサイトをご
活用ください！新商品を多数取り揃えております。

今年で第１８回目となるサニスポ夏祭りに、ララショ
コラも出店させていただきました。
大人気のチョコわらびもちや焼き菓子商品を販売
し、主催者様の協力等もいただき、なんと完売とな
り、ご利用者も大喜び！お祭りに来られたお客様が
「去年、わらびもちを食べて美味しかったから、今年
も買いに来たよ！」などと、お声をかけて下さり、ご
利用者も非常に嬉しそうに接客をされていました。
地域の皆様と直接お顔を合わせて接することがで
き、とても良い機会となりました。

第１８回 サニスポ夏祭りに出店！

会員様向けにお菓子教室を開催！

今後もララショコラでは、様々なイベントを企画し、どな
たさまにも愛されるあたたかい店舗づくりを目指していき
ますので、今後ともご愛顧よろしくお願い申し上げます。

 ララショコラからお知らせです！

ジョブサイトひむろ家族会 掲示板

7月 行　　　　　　事

１日（月）
定例会（現代劇場）
　◦今後の家族会の在り方について
　◦カメラ設置の要望について

11日（木）イオン黄色いレシートキャンペーン
25日（木）サークル萩（手作り品の作成と情報交換会）
28日（日）カトリック高槻教会にて花販売

8月 行　　　　　　事
11日（日）イオン黄色いレシートキャンペーンに参加
19日（月）安全対策委員会

（池田　記）

6月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
20日 第1回役員会　本部会議室
24日 家族会会長会　（ジョブサイトよど会議室）東会長出席

7月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

22日

第1回定例会　（高槻現代劇場206号）
　出席者　会員35名　欠席者16名　
　来賓　　平野理事長　森田施設長
◦法人より近況報告�………………平野理事より
◦ジョブサイトひむろの活動報告�…中西主任より
　今年度の事業計画の具体的プランであるアクションプラン（行動計画）について
◦家族会報告………………………東会長より
◦その他
　火災避難訓練について�…………中西主任より　
第2回役員会　（本部会議室）

8月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
20日 第3回役員会　（本部会議室）
22日 レジデンスなさはらもとまち親の会　（阿武山公民館）東会長出席
26日 北摂杉の子会後援会臨時役員会　（高槻現代劇場401号室）　東会長出席

（堀江　記）
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ジョブサイトよど家族会&ジェイ・ブランチよど家族会 掲示板

6月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

22日 ジョブサイトよど家族会、ジェイ・ブランチよど家族会
合同役員会（アーリーアーク306号室）

24日 家族会会長会（ジェイ・ブランチよど3階）
　出席：永井、玉木

7月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

9日

7月定例会（淀川区民センター）
映画「道草」自主上映会
　出席：田端施設長、中村前理事長ご夫妻、
　ジョブサイトひむろ家族会　東会長
　ジョブサイトよど家族会　（出席者：11名）
　ジェイ・ブランチよど家族会　（出席者：5名）

19日 医療ケアはじめの一歩「訪問看護って何?」
（高槻現代劇場　集会室305号室）

20日 ジョブサイトよど家族会、ジェイ・ブランチよど家族会
合同役員会（ジョブサイトよど2階）

8月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

26日 北摂杉の子会後援会　臨時役員会（高槻現代劇場　集会室401号室）
　出席：永井、玉木

（永井　記）

ぷれいすＢｅ家族会 掲示板

6月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
11日 北摂杉の子会後援会�定例役員会　出席者：厚東　会計：和田

13日

役員会（ぷれいすBe会議室）出席者：施設長を含めて9名
審議報告事項
◦「グループホーム見学会」および「ショートステイ懇談会」の案内文の確認と
配布

◦掲示板原稿の確認

17日
第1回参観&ランチ　担当役員：厚東　参加者：6名
就Bは作業がARごとではなく、各人ごとになっており、受注作業量の増加を
実感できた。

24日 家族会会長会議　出席者：厚東

7月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

2･10日

グループホームなさはら2丁目見学会　担当役員：田中、北川、神戸
　見学者の人数を1回10人程度に絞ってほしいとの施設側の希望に対し、家
族会の見学希望者が20名を越え、2回開催して頂いた。
　サビ管の原田さんの先導のもとに施設を見学した後、質疑応答の時間がも
たれ、ご利用者の詳しいプロフィールの説明から始まり、親亡き後のグループ
ホームでの生活はどうなるのかなど参加者の日頃抱えている心配等々、話しは
尽きず時間延長となりました。
　時間外出勤された支援員もおられ、施設側に多大のご負担をかけましたが、
「親」としては、おかげさまで頭と気持ちをすっきりさせることが出来ました→
『Beどうし』の巻頭記事に。

9日

ショートステイ懇談会（今城塚公民館）参加者：16名　担当役員：横山、岸
今年は「ぶれす」支援員の村田拓也さんをお招きして、ショートステイの役割
や個別支援の重要性などについてお話しいただく。
ぷれいすBeのショートステイ部門との性格の違いおよび直面している共通の
課題などもよくわかり、大変有益であった→『Beどうし』の巻頭記事に。
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自閉症スペクトラム児・者を支援する親の会 オアシス 掲示板

6月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1日

NHKハートフォーラム「自閉スペクトラムと強度行動障害」　参加
　場所：尼崎市アルカイックホール・オクト　
おやじの会（大阪自閉スペクトラム症協会との共催）
　障害者扶養共催制度やグループホームについて座談会形式で話を伺いました
　参加者7名

3日 オアシス役員会　（アーリーアーク405号室）
13日 ホットメールなにわ会合　（港区民センター）　副会長参加

14日 大阪府発達障害ネットワーク会　（東大阪市障害児者支援センター）
　会長・事務局長参加

23日 JDDnet定時代議員総会　（墨田区錦糸町クボタクリニック5階錦糸町ホール）
　代議員として会長参加

7月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
1日 オアシス役員会　（アーリーアーク405号室）
6日 ジョブサイトよど主催　映画「道草」上映会　（淀川区民センター）

7日

調理実習　七夕きらきらそうめん（そうめん・スムージー）
場所　クレオ大阪中央クラフト・調理室
参加者：4組の家族、食事数16名（保護者、役員、ボランティア含む）
ボランティア協力　
武庫川女子大学�3名　大阪人間科学大学�2名　聖和女子短期大学2名�　

8日 オアシス・サロン　場所：喫茶店　　参加者：7名

12日
ペアレント・メンター活動　場所：四條畷市役所東別館２階
　市民向けの啓発研修会　
　学齢期における友達関係について体験談を発表　役員

7月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

11日

役員会（ぷれいすBe会議室）出席者：施設長を含めて10名
審議報告事項
◦第1回参観&ランチの報告
◦「グループホームなさはら2丁目見学会」の報告
◦「ショートステイ懇談会」の報告

～今月は見学会と懇談会とがほぼ同時開催され、非常に多忙であったが、収穫
も大きかった。杉の子会が創立20周年、ぷれいすBeが創立10周年、その間
に日本の障がい者福祉の制度的枠組みおよび障がい者の実情がかなり変化した
部分があり、そこへの対応が親も施設もやや遅れ気味な傾向がある。今後家族
会も勉強を重ね、実情の変化に柔軟に対応していくことが必要であろう。～
◦「Beどうし」の原稿確認

17日

第2回参観&ランチ　担当役員：田中、濱崎　参加者9人
健康診断のオプション追加、土曜開所日の送迎、AR3送迎の実情、女性グ
ループホームの会の活動の今後の見通し等々、話題は多岐にわたり、充実し
た会がもてた。

8月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

8日

役員会（ぷれいすBe会議室）出席者：施設長を含み9名
審議報告事項
◦第2回参観＆ランチの報告
◦定例会の枠内で、ぷれいすBe創立10周年の祝賀行事を行なう。
◦勉強会は来年の1月頃に行なう（テーマは未定）

22日
「創立10周年記念実行委員会」参加者8名（職員2+家族会役員4+施設長•会長）

記念タオルの図柄の決定。植樹用樹木および場所等を決定するための段取り
の確認。

26日 北摂杉の子会後援会臨時役員会（出席者：厚東　会計：和田）
（厚東　記）
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北摂杉の子会 後援会 掲示板

本会の活動に対して多くの方々や企業、団体、また法人家族会の皆様のご支援を頂き、まことにありがとうございます。
今後ともより一層のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

インスタントラーメン発明記念館

＜報告事項＞
Ⅰ 会員数の動態と資金について

8月末現在の増減・累計：１２人　　団体：0　　寄付：13人　　　　
資金	　　個人：594,000円　　団体：526,010円　　合計：1,120,010円

Ⅱ 今年度 8月末までに会費、 寄付金合わせまして
1,120,010円の資金を頂戴いたしました。
	ご支援、ご協力に感謝申し上げます。

Ⅲ 臨時役員会を開催（令和元年 8月 26日）し下記の案件
について確認
１　	今年度の会員動態と資金の推移について
２　	法人への寄付金（年月・金額）及び使途について
　　令和元年6月13日	… 1,300,000円を法人に寄付済み。
　　令和元年7月31日	……150,000円を法人に寄付済み。
　　◦	ライブオン（テレビ会議）のシステムの導入。設置

済み。
　　◦	萩の杜園庭、植木の剪定、除草などの費用の寄付。

剪定作業は済み。

３　	その他	
　　◦後援会会則の整備検討
　　◦	幹事に今村一二三元理事長、中村節史前理事長

に就任をいただく。
　　　会計監査に河坂昌利監事に就任をいただく。
　　◦次回臨時役員会の開催予定
　　　日時：令和元年11月18日（月）10：30～12：00
　　　場所：高槻現代劇場

（沖本　記）

8月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

��3日 おやじの会　場所：eショップ＆カフェ谷町
　グループホームなどいろいろお話し伺いしました　参加者4名

5日 オアシス役員会　（アーリーアーク405号室）

25日

親子社会見学　場所　インスタントラーメン発明記念館　
参加者：�4組の家族　ボランティア協力　聖和短期大学�2名、大阪人間科学

大学�2名
大学生ボランティアさんとマイカップヌードルを一緒に作りました

27日 家族会会長会オブザーバー参加　会長

29日 アクトおおさか主催　ペアレント・メンター公開講座　役員参加
　場所：大阪産業創造会館　シンポジストとして会長登壇

（福田　記）

個人会員数 納入率 団体会員数 納入率 寄付
４月 ３９９   （１％） ２５   （０％） ２
５月 ４０２ （３３％） ２５ （２４％） ４
６月 ４０７ （３５％） ２５ （２８％） ４
７月 ４１０ （３８％） ２５ （２８％） ２
８月 ４１１ （４０％） ２５ （３２％） １



第 79 号　地域に生きる　31

□法人へのご寄附に感謝いたします。（令和元年6月1日～令和元年8月31日）
植松芳哲　蛭　豊　豊田とよ子　真野利之　山本裕子　松岡洋市　棚山薫晴　久保いずみ
ダイキュウ総合観光株式会社　匿名希望1人

□後援会入会と会費納入に感謝いたします。（令和元年6月1日～令和元年8月31日）
田部純史　橋本紀子　濱田里美　福田節子　篤田晴子　中西邦夫　副島雄彦　本城征治郎　本城三四子　本城　翼　
窪田冨佐子　木下光代　白倉俊雄　丹藤優香　丹藤舞香　鈴木都美　丸山淳一　辻本智恵子　田子森幸子　山内　稔
中井淑子　山田健一　平田登代子　中島江美子　福田浩三　福田浩隆　福田啓子　大来恵子　中村博昭　
匿名希望1人　自閉症スペクトラム児・者を支援する親の会 オアシス　
特定非営利活動法人あい・すまいる淀川 高齢者・障害者自立支援センター

□後援会へのご寄付に感謝いたします。（令和元年6月1日～令和元年8月31日）
北村憲一　笠原隆之助　松岡洋市　鈴木孝雄　匿名希望1人
株式会社 クリエイトプランニング　エムズエンジニアリング株式会社

□家族会への物品のご提供に感謝いたします。（令和元年6月1日～令和元年8月31日）
前垣睦子　小塚幸恵　坂井恵美子　尾澤信子　岡田公子　児島　不二園芸

□家族会へのボランティアに感謝いたします。（令和元年6月1日～令和元年8月31日）
坂井恵美子　佐々木英世

（敬称略　順不同）

～ 皆様の温かいご支援に感謝いたします ～

発行人　社会福祉法人 北摂杉の子会
　　　　理事長　松上 利男
発行所　北摂杉の子会
住　所　大阪府高槻市城北町1丁目6-8
発行日　2019年 10月10日

定価100円

（注）任意団体である後援会の領収書では確定申告の際に寄付金控除を受けることは出来ませんので、
寄付金控除の出来る領収書をご希望の方は法人の下記口座にお振込み願います。

銀 行 名：三菱UFJ銀行 支店名 高槻支店　　口 座 名：社会福祉法人北摂杉の子会
口座番号：５０８５５５５

社会福祉法人「北摂杉の子会」後援会の趣旨に賛同され、ご支援して
下さる方々の寄付及び後援会への入会をお願い申し上げます。寄付金と
後援会費は法人を支援するための資金とさせていただきます。
お振込みは右記口座まで。もしくは同封の振込用紙をご利用下さい。
皆様のご支援とご協力をよろしくお願い致します。
既に今年度、後援会会費をいただいた方には重ねてのご案内になります
ことを、どうかご容赦ください。

寄付と後援会入会のお願い

記
1.寄付金（注） 
2.個人会員 年間一口 2,000円
3.団体会員 年間一口 10,000円

郵便振込口座　北摂杉の子会
00920-8-90859



施設住所一覧

□	社会福祉法人	北摂杉の子会	法人本部事務所
	 人材育成研修室 
 （法人独自の公益事業〈研修・講師派遣・コンサルテーション〉）
	 〒569-0071 高槻市城北町1丁目6-8	奥野ビル3F
	 TEL	（072）662-8133　FAX	（072）662-8155

□	障がい者支援施設	萩の杜	（施設入所支援・生活介護）
	 〒569-1054 高槻市大字萩谷14番地1
	 TEL	（072）699-0099　FAX	（072）699-0130

□	萩の杜	日中活動支援センターふれっとなさはら
	 （生活介護）
	 〒569-1041 高槻市奈佐原2丁目4番25号

□	萩の杜ショートステイセンター	ぶれす
	 （短期入所・日中一時支援）
	 〒569-1054 高槻市大字萩谷14番地1
	 TEL	（072）699-0844　FAX	（072）699-0130

□	グループホーム	とんだ （共同生活援助）
	 〒569-0814 高槻市富田町5-13-14	101号室

□	レジデンスなさはら （共同生活援助）
	 〒569-1041 高槻市奈佐原3丁目15番1号

□	レジデンスなさはら2丁目 （共同生活援助）
	 〒569-1041 高槻市奈佐原2丁目1番8号

□	レジデンスなさはらもとまち （共同生活援助）
	 〒569-1041 高槻市奈佐原2丁目4番26号

□	ジョブサイトひむろ	（生活介護）
	 〒569-1141 高槻市氷室町1丁目14-27
	 TEL	（072）697-2234　FAX	（072）697-2222

□	高槻地域生活総合支援センター	ぷれいすBe
	 （生活介護・就労継続支援B型・短期入所・日中一時支援）
	 〒569-1131 高槻市郡家本町5番2号
	 TEL	（072）681-4700　FAX	（072）681-4900
	 〈短期入所〉	TEL	（072）681-4720

■	生活支援センター	あんだんて
 （指定特定相談支援・指定一般相談支援事業）
	 〒569-1131 高槻市郡家本町5番2号
	 TEL	（072）681-4755　FAX	（072）681-4900

■	大阪府発達障がい者支援センター	アクトおおさか
 （発達障害者支援センター事業）
	 〒540-0026 大阪市中央区内本町1丁目2-13
	 　　　　　　　　　谷四ばんらいビル10F
	 TEL	（06）6966-1313　FAX	（06）6966-1531

□	サポートセンターPASSO
 （児童発達支援・放課後等デイサービス事業）
	 〒532-0023 大阪市淀川区十三東1丁目1番6号
	 TEL	（06）4862-5454　FAX	（06）4862-5466

□	児童デイサービスセンター	an 
 （児童発達支援・放課後等デイサービス事業）
	 〒532-0023 大阪市淀川区十三東2丁目4番2号
	 TEL	（06）6838-8990　FAX	（06）6838-7015

□	こども発達支援センター	will	
	 （児童発達支援・放課後等デイサービス事業）
	 〒569-0071 高槻市城北町1丁目6-8	奥野ビル2F
	 TEL	（072）662-0100　FAX	（072）662-0056

■	こども相談支援センター	wish
	 （指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業）
	 〒569-0071 高槻市城北町1丁目6-8	奥野ビル2F
	 TEL	（072）605-1140　FAX	（072）662-0056

□	自閉症療育センター	Link
	 （児童発達支援・放課後等デイサービス事業）
	 〒573-0032 枚方市岡東町24-10	アイエス枚方ビル3F
	 TEL	（072）841-2411　FAX	（072）841-2412

□	こども発達支援センター	az
	 （児童発達支援・放課後等デイサービス事業）
	 〒558-0003	大阪市住吉区長居2丁目4-1	サンテ長居1F
	 TEL	（06）6654-8777　FAX	（06）6654-8780

□	ジョブサイトよど （生活介護）
	 〒532-0023 大阪市淀川区十三東2丁目4番2号
	 TEL	（06）6838-7007　FAX	（06）6838-7015

□	ジェイ・ブランチよど （就労継続支援B型）
	 〒532-0023 大阪市淀川区十三東2丁目3番10号
	 TEL	（06）6303-9430　FAX	（06）6195-3710

□	ジョブジョイントおおさか
	 （自立訓練〈生活訓練〉・就労移行支援）
	 〒532-0023 大阪市淀川区十三東1丁目1番6号
	 TEL	（06）6100-0150　FAX	（06）6309-3007

□	ジョブジョイントおおさか	たかつきブランチ
 （自立訓練〈生活訓練〉・就労移行支援）
	 〒569-0072 高槻市京口町9番3号	関西産業ビル1F・4F
	 TEL	（072）668-1123　FAX	（072）668-1165

□	すぎのこ訪問看護ステーション （訪問看護）
	 〒569-0071	高槻市城北町1丁目7-16	リーベン城北401
	 TEL	（072）668-2670　FAX	（072）668-2671

■	発達支援あゆみ （豊中市児童発達支援事業所あゆみ）
	 （個別療育・障害児一時預り事業）
	 〒560-0054 豊中市桜の町3丁目12番10号
	 TEL	（06）6398-7755　FAX	（06）6841-9467

【法人自主製品店舗】
□	よどのコロッケ
 〒532-0023 大阪市淀川区十三東2丁目10番10号
	 TEL	（06）6306-4096
	 営業時間：10：30～17：00（土・日・祝定休）

□	「LaLa-chocolat	（ララ	ショコラ）	/TAKATSUKI」
 就労継続支援B型
 〒569-0071 高槻市城北町2丁目13番2号
	 TEL	（072）668-5055　FAX	（072）668-5081
	 営業時間：10：00～19：00（日・祝休み）

※■は行政よりの委託事業


