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ジョブサイトよど/ジェイ・ブランチよど掲示板

（鎌田　記）

ジョブサイトよど 掲 示 板

ジェイ・ブランチよど

ジョブサイトよど

土曜開所日にランチに行きました コロッケ配達

予防接種がんばりました カラフルな みのむしができました 焼き肉丼づくり

TrickTrick

お仕事の息抜きにお仕事の息抜きに♪

のびのび絵画展 in ギャラリー喫茶あいうゑむ
ご利用者さんの木工作品や絵を展示しました！！

or
 Treat Treat

（薬師寺　記）

あ

あゆみ

a z

児童発達支援部

a n

ルール表を確認して順番交代でゲーム 過ごし方リストを見て上手に遊べるよ 書き方の手順をみながらお絵かき

すなねんど遊び タブレットのスケジュール スケジュールを確認

will

Link

近鉄 大阪難波駅で写真撮影 予定を組み立てる手順を見てクリスマス工作 手順を見て朝食セット

クッキングいもほり 親子遠足

will・Link合同職員研修
（事業所のSWOT分析）

グループ療育の様子・前回作ったスノードームの
感想を言い合っています

スライム遊び しゃぼん玉
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ぷれいすBe掲示板

（松本　記）

秋の外出

ぷれいすBe 掲 示 板

10月28日（水）の給食は、
杉の子農園産野菜と杉の子会のおいしい食べ物が集結♪

杉の子農園を支えてくださっている楠目さん。
いつもありがとうございます。おいしいね♪

新鮮野菜の大収穫♪新鮮野菜の大収穫♪

厨房の皆さん、
ありがとうございます

各チームで様々な秋のおでかけを楽しみました
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ジョブジョイント（JJ）おおさか・ジョブジョイントおおさか ｰたかつきブランチｰ 掲示板

9月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
5日 働くチカラPROJECT　就活のススメ♯3

12日 土曜クラブ
オフラインOB会@高槻現代劇場

26日 土曜クラブ

10月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
10日 土曜クラブ ・ シュミラボ
13日 JJカレンダープロジェクト会議
24日 土曜クラブ
27日 缶バッチコンテスト（～11/4）

11月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
14日 土曜クラブ ・ シュミラボ
21日 働くチカラPROJECT　就活のススメ♯4・就活のハジメ♯1

（上口　記）

オフラインOB会
ジョブジョイントおおさかでは毎月1回程度OB会を開催しています。
コロナの影響もあり、最近はオンラインでOB会を実施していま
したが、今回はコロナ対策を万全にして、オフラインOB会を開
催しました。
3密を避けつつ、ゲームをしたり近況を話し合ったりしながら楽し
い時間を過ごすことができました。

JJカレンダープロジェクト
JJでは毎年、ご利用者の皆さんに表紙と各月のカレンダーのデザインを考えていただき、
ジョブジョイントおおさかのオリジナルカレンダーを作っています。
今年も素敵なデザインがぞくぞくと集まっています。

おにぎり作り
講座のプログラムの中でおにぎり作りをしまし
た。新米の時期なので、新米コシヒカリを炊き、
炊き立てご飯でおにぎりを作りました。

（松本　記）

秋の外出

ぷれいすBe 掲 示 板

10月28日（水）の給食は、
杉の子農園産野菜と杉の子会のおいしい食べ物が集結♪

杉の子農園を支えてくださっている楠目さん。
いつもありがとうございます。おいしいね♪

新鮮野菜の大収穫♪新鮮野菜の大収穫♪

厨房の皆さん、
ありがとうございます

各チームで様々な秋のおでかけを楽しみました
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LaLa-chocolat TAKATSUKI 掲示板

（山田　記）

高槻市役所の花壇の
花の植え替え作業をしました！

レクリエーション 映画鑑賞♪

5周年を迎えることができました♪

ララショコラは今年で5周年を迎えることができました。これもひとえ
に皆様の支えがあったからこそと大変感謝しております。今後も皆様
においしいお菓子をお届けできるよう努めて参りますので、変わらぬ
ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

今年はコロナウィルスの影響で外出はできなかったので、
室内で映画鑑賞とゲームをして楽しみました！

みんなで協力して
植え替えました！

最後に水やり
もしました！

映画の後は、
お菓子を食べながら、

ゲームを楽しみました！

たくさんのご注文
ありがとうございます！

法人内の注文は、
みんなで配達しました♪
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萩の杜家族会 掲示板

9月 行　　　　　　事
コロナ禍のため通常行事は中止(イオン黄色レ
シートキャンペーン、安全対策委員会、サーク
ル萩)

25日

勉強会　13:30～16:00　
現代劇場306号室(3密を避けるため56人室
を用意)
テーマ「他人事ではない認知症」
講師　
高槻市認知症地域支援推進員　福井梨恵様
23名の参加があり、大変わかりやすい説明と
対策を話していただき有意義な会であった。

10月 行　　　　　　事

5日
茶話会①　3密を避けるため2回に分けて実施
参加者9名　13:30～16:00　
場所 ぷれいすBe

12日 萩の杜重度・高齢化対策プロジェクト会議
14:00～16:00　現代劇場403号室

16日
茶話会②　
参加者7名　13:30～16:00　
場所 ぷれいすBe

10月 行　　　　　　事

22日 サークル萩　3密を避けて作業を再開する。
10:00～13:00　今城塚公民館　集会所3

23日

家族会定例会　
13:00～16:00　現代劇場206号室
1 各部報告（①事務局、②資金部、③広報、
　④会計、⑤通所部会－10/14に開始し、　  
　今後3ヶ月ごとに開催）
2 会長会議、重度・高齢化プロジェクト、後　
　援会の報告
3 施設よりコロナ対策状況、安全対策委員　
　会などの活動報告

11月 行　　　　　　事
16日 家族会会長会議

26日 サークル萩　
10:00～13:00　今城塚公民館1階集会所3

（事務局　中村　記）

9月25日（金）
認知症の勉強会をしました。テーマは「他人事ではない
認知症」福井梨恵さんに講演していただきました。
食事、運動、人との関わりの大切さを改めて学びま
した。

人との関わりの大切さということで、茶話会をぶれいす
Beで実施しました。
第1回目10/5（月）、第2回目10/16（金）
両日共、飲み物のみの交流でおしゃべりはマスクをつけ
て行いました。

LaLa-chocolat TAKATSUKI 掲示板

（山田　記）

高槻市役所の花壇の
花の植え替え作業をしました！

レクリエーション 映画鑑賞♪

5周年を迎えることができました♪

ララショコラは今年で5周年を迎えることができました。これもひとえ
に皆様の支えがあったからこそと大変感謝しております。今後も皆様
においしいお菓子をお届けできるよう努めて参りますので、変わらぬ
ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

今年はコロナウィルスの影響で外出はできなかったので、
室内で映画鑑賞とゲームをして楽しみました！

みんなで協力して
植え替えました！

最後に水やり
もしました！

映画の後は、
お菓子を食べながら、

ゲームを楽しみました！

たくさんのご注文
ありがとうございます！

法人内の注文は、
みんなで配達しました♪
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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

9月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1日

9月定例会（淀川区民センター）
　「DVD講演会＆相談支援の実例」
　　法人出席：下部長、高槻相談支援センターあんだんて（掛川主任、陶国ST）
 ジョブサイトよど家族会　（出席者：3名）
 ジェイ・ブランチよど家族会　（出席者：4名）

12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1階）

14日 家族会会長会　グループホーム見学会（レジデンスよど三津屋北ホーム）
　出席：永井、玉木

15日
ジョブサイトよどのグループホームを検討する会（淀川区民センター）
　法人：下部長、倉窪ST
　第1期グループホーム（レジデンスよど三津屋北ホーム）：10家族（欠席：2家族）

10月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
10月の活動はありませんでした

11月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

9日 北摂杉の子会後援会　臨時役員会（高槻市立生涯学習センター第1会議室）
　出席：永井、玉木

16日 家族会会長会（高槻現代劇場集会室202号室）
　出席：永井、玉木

17日
ジョブサイトよどのグループホームを検討する会（淀川区民センター）
　法人：下部長、倉窪ST
　第1期グループホーム（レジデンスよど三津屋北ホーム）：10家族（欠席：2家族）

28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1階）

（永井　記）

ジョブサイトひむろ家族会 掲示板

9月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

14日 家族会会長会 （東会長出席）
新しく開設されたグループホーム「レジデンスよど三津屋北ホーム」見学

10月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

7日

第3回役員会（高槻現代劇場206号室）
◦会計報告　　　
◦ジョブサイトひむろ移転について （平野理事）
◦ジョブサイトひむろ活動報告 （森田施設長）
◦今後の家族会活動について
　（後日、家族会員へ今年度の活動状況を書面にて報告）

※次回役員会は12/2（水）に予定

11月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
9日 後援会　臨時役員会 （東会長出席）

16日 家族会会長会 （東会長出席）
（吉田　記）
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ぷれいすＢｅ家族会 掲示板
9月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

家族会行事なし

10日 役員会（参加者10名）感染対策対応の上
　今年度の定例会について検討、中止決定のためお知らせとアンケートのお願いを配付

10月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

8日

役員会（参加者12名）感染対策対応の上
　定例会中止のため会計報告、アンケート結果と施設からのひやりハット報告、

後援会申込用紙
　前会長からの「10周年記念行事の現状についての報告」を配付

11月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

12日
役員会（参加者8名）感染対策対応の上
　感染拡大の報道を鑑み、施設感染対策のためサーキュレーターの寄付を検討
　施設側との協議を決定

（大門　記）

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

9月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
4日 大阪府発達障がい児者支援体制整備検討部会　子どもワーキング会議　会長参加
7日 オアシス・サロン　短縮版　喫茶店にて開催　参加者5名
9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　会長参加

13日 オアシス役員会　喫茶店にて開催

18日
社団法人大阪自閉スペクトラム症協会主催・オアシス共催　
勉強会「障がいのある人の交通安全　防災」
堀　清和　氏（兵庫医科大学）　場所：ドーンセンター中会議室　7名

24日 第１回大阪市発達障がい者支援センター連絡協議会　会長参加

27日

発達障害啓発週間2020　JDDnet大阪企画　場所：ドーンセンター大会議室40名
日本発達障害ネットワーク大阪主催　
テーマ「発達障害のある大学生への就職支援を考える」

「大学での学生支援の現状と課題」
松久　眞実　氏（桃山学院教育大学教授）
大谷　朋子　氏（帝塚山学院大学キャリアセンター）

「就職に不安のある学生への支援を考える～「働くプロジェクト」を通じて～」
窪　貴志　氏　株式会社エンカレッジ代表取締役

10月 行　　　　　　　　　　　　　　　事

2日 大阪府ペアレントメンター事業運営委員会　会長参加
大阪市障がい者施策推進協議会障がい者計画策定推進部会　会長参加

5日 大阪市障がい者施策推進協議会発達障がい者支援部会　会長出席

6日 神戸大学大学院学生による障がいのあるお子さんをお持ちのお母さま向けアン
ケート調査協力。会員メーリングリストに配信

7日

オアシス保護者による実践報告会　場所：ドーンセンター中会議室17名
「ASDを受け入れて～二次障害とグレーゾーン～」
報告者：オアシス保護者、スーパーバイザー：谷岡　とし子　氏　
保護者と当事者のお子様からインタビュー形式でお話しを伺いました。

21日
谷岡とし子先生を囲んで一般公開座談会　場所：ドーンセンター中会議室　8名
テーマ「お悩みごとについて」　抱えている悩みについて話し合い、谷岡先生か
らアドバイスをいただきました。

11月 行　　　　　　　　　　　　　　　事
2日 オアシス役員会　喫茶店にて開催

6日 大阪府発達障がい団体ネットワーク会会合　場所：大阪市立中央区民センター
会長・事務局長参加　オアシスの活動報告と行事の案内を致しました。

28日 ペアレント・メンタースキルアップ研修　交流会　会場：ドーンセンター
（福田　記）
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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。
皆様のご支援とご協力をよろしくお願い致します。

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

北摂杉の子会 後援会 掲示板

＜報告事項＞
Ⅰ　会員数の動態と資金について

11月末現在の増減・累計
個人：19名　　団体：2　　寄付：13名
資金　　会費：738,000円　　寄付：129,000円
　　　　合計：867,000円

Ⅱ　�今年度11月末までに会費、寄付金合わせまして
867,000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（2020年11月9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　�ララショコラ会員特典と法人職員へ後援会案内の状況
報告

3　後援会ポスター活用の検討
4　その他

　　　　◦次回臨時役員会の開催予定
　　　　　日時：2021年2月15日（月）10：00～12：00
　　　　　場所：高槻市立生涯学習センター

（沖本　記）

（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

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、誠に
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。

個人会員数 納入率 団体会員数 納入率 寄付
4月 427 （1%） 30 （0%） 1
5月 429 （15%） 31 （19%） 4
6月 429 （25%） 31 （29%） 4
7月 430 （26%） 31 （32%） 0
8月 432 （30%） 31 （32%） 1
9月 437 （33%） 31 （32%） 1
10月 437 （34%） 31 （32%） 0
11月 446 （43%） 32 （47%） 2
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□法人へのご寄附に感謝いたします。（令和2年9月1日～令和2年11月30日）
井田正志　小川敏夫　森田とよ子　棚山薫晴　植松芳哲

□法人への物品のご提供に感謝いたします。（令和2年9月1日～令和2年11月30日）
頼　秀子

□後援会入会と会費納入に感謝いたします。（令和2年9月1日～令和2年11月30日）
柄須賀早智子　三河満夫　石前浩之　佐々木寛昭　岡野妙子　広井良平　広井　泉　厚東洋輔　厚東志保美　
藤木　恵　福岡新司　涌本祐子　冨宅由美子　小林美代子　有田和弘　笹尾武司　澤村淑子　小林伸次　
蘆田康子　降幡宏子　降幡　聡　降幡　真　平瀬武明　田部純史　長谷川ひろみ　中村豪史　中村節史　
中村悦子　中村哲史　三宅敏行　松上文子　伊藤　茂　西村伊一郎　山里将夫　堀ヒサシ　堀　智子　
池田美保子　強田純子　佐々木サツキ　中村義昭　山口　博　山口秀子　橋本紀子　志田智子　本田成美　
新谷　敦　藤岡　宏　西川正善　篠原琴美　嶋崎美樹子　井上惇子　井上陽子　大上直子　徳本晴美　
倉本　周　小林夏子　西井正美　西井眞弓　高田弘美　西井多美　八田　隆　中村博昭　中島江美子　
福田浩三　福田啓子　福田浩隆　菅沼朋子　匿名希望2人　
ピンポンパン　寺田軌道 株式会社 代表取締役 寺田秀喜  
大弘建設 株式会社　有限会社 北摂初田  株式会社 クリエ  エムズエンジニアリング 株式会社
医療法人桜峰会 香川クリニック

□後援会へのご寄付に感謝いたします。（令和2年9月1日～令和2年11月30日）
和田佳代　新川　淳　田口勝重

□家族会への物品のご提供に感謝いたします。（令和2年9月1日～令和2年11月30日）
前田富士江　吉田美穂子　新　浩子　尾澤信子　杉水流マソヱ　山尾扶美　本　岸子　大森幸子

□家族会へのボランティアに感謝いたします。（令和2年9月1日～令和2年11月30日）
佐々木映世　山尾扶美

（敬称略　順不同）

～ 皆様の温かいご支援に感謝いたします ～ 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　2021年 1月31日

定価100円



施設住所一覧

□	社会福祉法人	北摂杉の子会	法人事業部
	 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）699-0199

□	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

□	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1丁目1番6号
� TEL�（06）4862-5454　FAX�（06）4862-5466

□	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

□	レジデンスよど三津屋北ホーム （共同生活援助）
� 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北1丁目9番6号

□	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・単独通所）
� 〒560-0054 豊中市桜の町3丁目12番10号
� 単独通所�あゆみ
� TEL�（06）6841-1551　FAX�（06）6841-9467
� 個別療育�カラフル・一時預かり�りーふ
� TEL�（06）6398-7755　FAX�（06）6841-9467

【法人自主製品店舗】
□	「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


