社会福祉法人
大阪重症心身障害児者を支える会

私たちは、
「障害」という言葉を生きていく上での困難さと捉え、その困難な状況下で精一杯生きる利用者の
【法人理念】

晴らしい旅行になればいいなと思います。

＊水族館で利用者さんが、ペンギンと向き合っ

てお話されていた光景が強く印象に残って

12 項

います。ディナーのコース料理、豪華で大変

日々の備え

美味しかったです。また、ホテルのスタッフ

●

の方の計らいで、利用者さんにバースデイケ

催し物の情報 関西文化の日・もみじまつり 10～11 項

ーキが振舞われたのが良い思い出になりま

●

9項

した。

研修のお知らせ

恒例のクローバー旅行は、３企画の中から

●

選んでいただいてのグループ旅行となりまし

特集入院中の外出に重度訪問介護の利用が可能に 8 項

ホテルの中から見た花火、利用者さんと共

●

有できた貴重な時間となりました。

6～7 項

た。第１回目は、福井県片山津温泉にて、
「美
味しいものを食べて、温泉につかって、打ち

事業所通信

＊去年に引き続き少人数の旅行は、家族旅行の

●

上げ花火を見よう！」というツアーです。

4～5 項

ようでした。夕食は次から次に美味しい料理

が出てきて、いつもとは違う雰囲気でディナ
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都会の花火大会は、人、人、人…で、なか
なか見に行けないため、「ゆっくり花火が見ら

ーを楽しみました。誕生日ケーキをサプライ

Ｂｉｒｔｈｄａｙ

ズで用意していただき、とてもうれしく、全
員で歌ったＨａｐｐｙ

の歌は感動的で、誕生日のご本人も瞳がうる
うるとなり良かったです。

分程で

ホテルの庭で見
る花火は

したが、都会で見る

２時間の花火より

カラーユニバーサルデザイン

編集後記

れるといいのになぁ」というスタッフのつぶ
やきから出た企画でした。
女性１名、男性２名、スタッフ４名の計７
名で、福祉タクシーにて、クローバーを出発
しました。水族館や、今話題の恐竜博物館、
越前竹人形の里での、かわいい竹人形作りな
ど、
「これ」というものは押さえた上で、今回
のメインは打ち上げ花火です。
虫の音しか聞こえない静寂の中、真っ暗な
夜空に打ち上げられる花火は、どこの花火大

何倍も綺麗に感じ
ました。

●

in 片津山

会よりも心に響きました。
落ち着いた、「大人の旅」
そんな２日間でした。

さて、第２回目は

2～3 項

花火を見よう！

〈参加したスタッフの声〉

どんな旅行になる
でしょう。

ゆら

温泉につかって

＊利用者さんの笑顔も多く、楽しい旅行が
できて良かったです。素敵なホテルでご

お楽しみに！

●

カレンダー製作の取り組みについて

1項

その 1

飯も美味しく、ゆっくりと見た花火も最

落ちついた大人の旅とサプライズ

クローバー旅行
高でした。この後の旅行も同じくらい素

●

防災
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有する権利と人格に対して、最大の敬意を払うとともに、私たちが行う支援が効果を上げるべく、自己研鑽を行い、私たちの

職務が利用者の福祉に貢献することを喜びとして、目前にある使命を、諦めることなく熱意をもって果たしていくことが私
たちの事業に対する姿勢です。

ゆら カレンダー製作の
取り組みについて
現在、ゆらでは印刷事業に取り組んでいます。ど
うす ればより主 体的に行える かを模索し ながらの

難しい顔をしながらも落ち着いて過ごしていた

られたり、いつも集中出来ず声を出していた方が 、

ことで生まれていく、その人らしさ」を実感しまし

ことの重要性」
「自発的な動き」
「選択を積み重ねる

ことを通じ、職員として「選択肢があること、選ぶ

初は 職員の感覚 で決めること も多かった と思いま

３，こうして完成したカレンダーを発表すると、利

（ゆら職員 Ｍ・Ｏ）

に広めることができればと考えています。

たるよう、商品化し利用者の皆さんの持つ力を世間

来 年のカレン ダーは一人で も多くの人 の手にわ

た。

り・・・
全 てを伝える ことや理解し てもらうこ とは難し
くとも、雰囲気等から仕事に参加している気持ちは
味わえていただいているように感じました。

写真撮影に出かけたり、利用者の皆さんが自由に

す。しかし、回数を重ねることで、利用者さんが手

２，下絵や塗る色を職員と共に選び、塗ります。最

描い た絵を一つ の絵にしたり と試行錯誤 を繰り返

を伸ばしたり、ハッキリと表情で示し始めることが

毎日です。

す中、昨年度、ようやくカレンダーという形に残す

増えてきました。

ンターネットを見たりしながら、会議を行いました。

用者 のみなさん も職員も一緒 に気持ちが 盛り上が

び、感動しました。

このときは「凄い！」とグループの職員全員が喜

を塗る自発的な動きが現れ始めました。

まれていた方が、パレットに置いた筆を自ら持ち色

また、今までは職員が手を添えて筆を持ち取り組

な傾向や個性のようなものが見えてきました。

そうして積み重ねてきた作品には、その人の好き

ことができました。まず、簡単にカレンダー製作の
流れを紹介します。
１，会議を開きテーマを全員で決めます。
２，職員側で用意した基になる下絵を選んでもらい
色を塗ってもらいます。
３，それをＰＣの専用ソフトに取込み完成です。
〈 デザイン作成 〉
１，今回のテーマはそれぞれをイメージした「花言

なかなか伝えたいことがわかりにくい方や、職員側

ったように感じました。自分が作ったことを誇らし

葉」になりました。利用者さんと図鑑を見たり、イ

の伝え方に工夫が必要なこともあり、会議は困難の

げにし、カレンダーを見せて回る利用者さんを見る
のはとても嬉しかったです。

連続です。
しかし、何かを決める時には必ず会議を行いまし

ここ まで利用者 さんを待たせ てしまった ことに対

しかし、嬉しさと同時に、完成までに時間かかり

会議中、いつも目を閉じていた方が目を開き、真

して申し訳ない気持ちもいっぱいでした。こうした

た。すると、その中で変化が起こり始めました。
剣な 表情で何か を聞き入って いるような 様子が見
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Ｍ.Ｋさん アンスリウム

カレンダー表紙

カレンダー
作品の一部をご紹介します

J.Y さん ポピー

テーマ 花言葉

H.F さん 桃

何の花にするのか会議をするなか「桃」に
はっきりと反応を示されました。
話しをすすめていく中で、桃の花より果実の

Ｍ.M さん チューリップ

E.Y さん 苺

ほうの桃を考えている様子でした。
下書きを見せると納得した様子で、好きな青
色を丁寧に塗られていました。

K.K さん
ごぼう

S.W さん 彼岸花

K.M さん ばら

いつも、他の人にはない発想で周囲を楽しま
せてくれる K さんは,当初茶色い花が良いと話
されていました。茶色の花は何か、図鑑で調べ
ながら K さんに確認していると「ごぼう」とひ
らめき納得。K さんらしい作品になりました。

仕事よりも遊びに夢中な T さん。やる気に
なれば自分でしっかり手を動かしてくれる
のですが、いつも一筋縄ではいきません。
「T
さんにもやってもらわないと困るんですよ
～」「これが終わったら散歩へ行きましょ
う！」とお願いしたり励ましたりしながら、
そのやりとりを T さん、職員ともに楽しみ

R.T さん

ルピナス

ながら取り組んでいます。
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T.S さん ガジュマル

人間の生まれつきの色の感じ方（色覚）は、同じ
ではないことをご存知でしょうか。色覚は遺伝子に
よっても異なり、様々な眼の疾患、老化などによっ
ても変化するため、色の見え方は皆少しずつ違って

こうした多様な色覚をもつ方々を配慮し、より多

「色のシミュレータ」

◇スマートフォンアプリ

できます。

（浅田一憲氏製造）

の色 の世界をシ ミュレーショ ンで体験す ることが

つ人 はどのよう に色が見えて いるのだろ うか？そ

シミュレーションを行います。自分と違う色覚を持

タイプ（２色覚）ではどのように色が見えるのか 、

得た画像をリアルタイムに変換し、それぞれの色覚

トデ バイスの内 蔵カメラまた は画像ファ イルから

るための色覚シミュレーションツールです。スマー

様 々な 色覚特 性を持 つ人の 色の 見え方 を体験 す

く の 人 が 利用 し やす い よう に 配 色 した デ ザイ ン を
「カラーユニバーサルデザイン（略称ＣＵＤ）
」と呼
びます。
「カラーユニバーサルデザインの３つのポイント」
・出来るだけ多くの人に見分けやすい配色を選ぶ 。
・色を見分けにくい人にも情報が伝わるようにする。
・ 色の名前を用いたコミュニケーションを可能にする。
カラーユニバーサルデザインは決して、一部の色
弱の方のための特殊なデザインではありません。
色覚の多様性の観点に立って、伝えたい情報の優

利用 者の視点に 立って使いや すさを追求 したデザ

万 人 以上 いる とさ れ

人に１人、女性の約

います。この中でいわゆる色弱といわれる方（Ｐ型・
Ｄ型）は、日本では男性の約
人 に １人 、日 本全 体で は

色は多くの情報をまとめ、早く確実に伝達できる

インです。その結果として一般の人にとっても「整

い」といったことが、様々な場所で起きているよう

いない」
「不便さを感じる」
「安全が確保できていな

り、色弱の方が見ている世界を再現したものではあ

の色の見分けにくさ〉を模擬的に表現したものであ

「色覚シミュレーション」は、色弱の方の〈複数

参照 ＮＰＯ法人

ガネ型特殊フィルタです。 （伊藤光学工業式会社）

けに くさを一般 色覚者が体験 できるよう にしたメ
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先順位や、情報の受け手が感じる印象や心理を考慮

便利な情報伝達手段です。地図や駅の路線図、電子

理された見やすいデザイン」が作られます。このよ

しながらデザインしていくという、創り手の感性と、

機器など、身の回りには多様な色使いで情報を伝達

です。一般色覚者の見え方だけを考えてデザインす

りません。また、見分けにくさのレベルは色覚タイ

カラーユニバーサルデザイン機構ＨＰ

ると 色弱の方に とっては情報 を読み取れ ないとい

プによって異なっています。

イムに配色チェックできます。色弱の方の色の見分

イン支援ツールです。かけて見るだけで、リアルタ

一 般色 覚者が 使用す るカラ ーユ ニバー サルデ ザ

「バリアントール」

ったケースが増えているようです。

しているのかを体験することが出来ます。

様々なツールを使って、どのような色の見え方を

―他の人の色の見え方を体験しようー

値あるものといえます。

うに カラーユニ バーサルデザ インは全て の人に価

になることがあります。「文字があることに気づか

ンが、ある人にとっては、逆に見分けにくさの原因

しかし、分かりやすいように工夫した配色デザイ

している表示が多く眼にとまります。

ています。

320 20

なかった」
「読みにくい」
「情報を正確に受け取れて

◇色弱模擬フィルター

500

カラー
ユニバーサルデザイン
具体例

路線図を例として、カラーユニバーサルデザイ
ンの具体例を紹介します。

路線図 （東京例）
色数が多く、色のみで情報を伝える路線図。東京
の地 下鉄では各 路線にシンボ ルカラーが 決められ
ており、それらが複雑に入り組んでいます。

ど れが どの路 線なの かを読 み取 るのは かなり 困
難です。また、似た色の線が交差すると混同してし
まいます。

カラーユニバーサルデザインの改善例
各路線特有の色を保ちながら見分けやすい色
相を選択する。
線は太くして色の面積を充分にとる 。
路線が交差する箇所に境界線を設ける 。
色弱の方が見分けにくい線に、一般色覚者が
気にならない程度のハッチングを加える 。
線上の路線名や凡例の色名などの情報を追加
する。
これらの改善をすることで、色弱の方にも使いやす
いものになりました。
（下画像２例）

このように、カラーユニバーサルデザインは、

参照 福島県ＨＰ

すべての人にとって見やすいデザインであるとい

うことがわかります。
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ゆら（愉笑）
皆さん、こんにちは。生活介護事業所の「ゆら」で
す。１回目の事業所通信ですので、簡単に紹介させて
名の登録者の方がおり、１日平均

名前後

頂きます。ゆらは、開所して今年で６年目になります。
現在、

20

ながら、キャンドルの製作やお菓子作りなどに取り組

きらっと班では、体力の維持を目指して運動を行い

行っています。

ながら、デザイン等を通してカレンダーの製作などを

びびっと班では、筋緊張を緩めるような体操を行い

ように取り組んでいます。

トをしながら、作業を通じて「役割」を感じて頂ける

ープに分かれて、利用者の方々に、健康面でのサポー

の利用があります。
（月曜から土曜日まで開所）３グル

43

みどり教室

みどり教室は定員２０名の生活介護事業所です。

一般企業からの受注作業やカゴやキャンドル、和紙などの作
品製作を行っています。

また、地域の中の施設を目指し、地域で行われる様々なイ

ベントに参加し交流を深めています。

８月には児童デイの子供たちがみどり教室に来所し、楽しい
時間を過ごしました。

月末には、阿倍野区で行われた「つながりフェスタ」に参

加しました。みどり教室では、
「作品展＆模擬店」を行い、沢
山の人で賑わいました。

年６月より自閉症の方を支援する生活介

さくら（咲笑）
「咲笑」は平成

護事業所として開所しました。自閉症の特性の理解に努め、

動内容として、主にクッキー作り、アクセサリーなどの作品

ニーズに対し丁寧にきめ細やかな支援を目指しています。活

わーく班では、この９月から３階へ移動して、体操

きました。

日々作っているクッキーを販売し、沢山の人に喜んでいただ

す。

作りや販売と、和紙を使った、ちぎり絵の製作を行っていま
す。
それぞれの特徴を生かした内容で、今後も利用者の
方々が、やりがいや充実を感じられるような「ゆら」
でありたいと励んでいます。

月末に行われた、みどり教室での作品展では、さくらで

や運動を行いながら、縫製作業などに取り組んでいま

んでいます。

27
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〒558-0056 大阪市住吉区万代東 1 丁目 3 番 19 号
・ゆら[愉笑]

〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町 2 丁目 23 番 11 号
・みどり教室

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂 5 丁目 12 番 28 号
・さくら[咲笑]

・生活ホーム「クローバー」 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和 j 町 2 丁目 1 番 22 号
・重症児者を支える会居宅介護事業所

〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町 5 丁目 15 番 28 号 育徳コミュニティーセンター内

分、スーパーあり、

生活ホーム クローバー
地下鉄昭和町駅より徒歩

名の方が暮らしておられま

たくさん関わってくださっているヘルパーさん

ませんでした。

駅が近いのがこんなにありがたく感じるとは思い

どこに行くのも便利なクローバー。

週のお休みを楽しまれています。

食に行こう」などなど。皆様とても活動的に、毎

波に」
「今日は阿倍野に」
「買い物に行きたい」
「外

週末はさぞやお疲れか、と思いきや「今日は難

して行かれます。

からの送迎車が次々と到着し、皆様それぞれ出勤

平日の朝は、多いときで４ヶ所の通所の事業所

す。

住環境の中で、現在

るさいのが気になりますが、そんな都会の便利な

街あり、病院あり。ちょっと夜間のサイレンがう

コンビニ数ヶ所あり、ドラッグストアあり、商店

1

にもいいところだと思っています。

重症児者を支える会居宅介護事業所

私たちは障害のある方々の、在宅支援、外出支援等

にヘルパーを派遣し、皆様が住みなれた地域で安心し

て暮らせるようにという思いで、サービスを提供させ

ていただいています。

外出支援は、一緒に買い物へ出かけたり、イベント

に参加したり、時には旅行に行くこともあります。

出かけるまでの、どこに行って何を食べるか、何を

買うかなど、ご本人の思いを汲み取りながらじっくり

と 相 談 し て 決 め て いく のも 居 宅 な ら で は の 楽し い支

援のひとときです。

在宅の支援では、入浴や食事、掃除など身の回りの

サポートをさせていただいています。

また事業所では、ヘルパー一人ひとりのスキルアッ

プを目指し、毎月様々な研修を行っています。

今年度は、腰痛予防や福祉用具の体験、精神障害の

理解、薬のことなどの研修を行っています。

今後とも利用者の皆様に喜ばれるサービスの提供

を心がけていきたいと思います。
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11

入院中の外出に
重度訪問介護の利用が可能に

年６月

１、
「入院中の医療機関からの外出・外泊時における
同行援護等の取り扱いについて」平成

り、居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は

者が 障害支援区 分６の最重度 の人に限定 されてお

られることがあるようです。このため、夜間に救急

るという理由で、個室に入ることを条件として求め

は、ほとんどの病院で、夜は他の患者に迷惑がかか

重 度訪 問介護 等を利 用でき る方 だけで はなく 、

もしれません。

状が安定したら、転院させられることなどがあるか

搬送される場合や、個室に空きがない病院等は、病

対象外となっています。
また、障害者総合支援法の改正法では、重度訪問
介護の訪問先拡大ということで、入院中であっても
重度 訪問介護に ついて一定の 支援を可能 とすると
年４月１日からとなって

様々 なサービス を必要とする 方々が安心 して利用

しています。施行は平成

おり、開始時点での対象者は障害支援区分６の最重

なる法整備を進めていくことが必要だと思います 。

できる体制を地域に整えていくために、今後もさら

重 度訪 問介護 を日ご ろ利用 して いる方 が入院 し

（Ｔ・Ｍ）

度の人と予定されているようです。
た際に、いつも自宅で支援しているヘルパーが、
「見

厚生労働省通知

これまで入院中の外出や外泊時に同行援護、行動

守り」や「コミュニケーション」を出来るようにと

年７月

援護、重度訪問介護の福祉サービスは利用ができま

いうものです。声が出せず、体も動かせないことで

重度の障害がある方は、障害や症状が多様なため

時間つける場合

全国障害者介護制度情報、日本ＡＬＳ協会

参考：厚生労働省通知資料

せんでしたが、１、の通知により入院中の外出・外

通じて看護師とのコミュニケーションを図り、安心
して入院生活が送れるようにという内容です。看護

ている方も、これまでサービスを利用してこなかっ

一人一人介護方法が異なります。特にコミュニケー

職員が行うこととされている業務はできません。

た方も利用できます。看護師などが付き添わなけれ

なお、入院中にヘルパーなどを

をし、それらの動きを受けて実現しました。

今回の改正は、多くの障害者や障害者団体が要望

ならないなど多くの問題が生じています。

られたり、全額自己負担でヘルパーを雇わなければ

師では十分な対応ができず、家族が付き添いを求め

ションを図ることが難しい方の場合は、多忙な看護

療養介護利用者も利用できます。（入所施設の療養

病院であればどんな病院も対象になるそうです 。

重度訪問介護の支給を申請する必要があります。

重度訪問 介護の資格を有するヘル パーの確保と 、

す。

ば、入院中に別の病院を受診する際にも利用できま

可能になるようです。一般の病院に長期間入院をし

病院から外出や、自宅に帰る、外泊先から外出が

可能となりました。

意思を伝えられない人が多いため、ヘルパーなどを

平成

30

泊に、同行援護、行動援護、重度訪問介護の利用が

Ａ」

「入院時の外出・外泊の同行援護等の取扱いＱ＆

28

介護利用者は施設なので対象外）現時点では、対象

24
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28

平成

受講資格 障害児者の福祉に熱意があり、居宅介護
業務に従事しようとする方で６日間受講できる方

申込み方法 次の事項を記入の上、ＦＡＸ、ハガキ、

費用 １５，０００円（テキスト代、消費税含む）

の養成を行い、人権に対する理解を深め、介護

平成

26

日（日）
、

本 講座 は、 重度 障害 者の多 様な ニー ズに 適
切 に対 応した 介護 サービス を提 供でき るヘ ル
パーの養成を行い、人権に対する理解を深め、
介 護技 術及び 専門 知識等に つい て習得 する こ
とを目的に開講します。

定とします。
振込先 三井住友銀行 西田辺支店
理事長

普通口座 ７０８６９８６ 社会福祉法人
大阪重症心身障害児者を支える会

申込先 〒５５８‐００５６
大阪市住吉区万代東１丁目３番１９号
ゆらっとステーション内

ＴＥＬ ０６‐６６９０‐５３６０
ＦＡＸ ０６‐６６９６‐９９５５
ＭＡＩＬ
study@sasaeru.or.jp
主催者：支える会研修センター

寺岡冨子

＊受講料納入を確認後、受講票送付をもって受講決

郵便番号、住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ、生年月日、性別）

ＭＡＩＬにてお申し込み下さい。
（氏名、ふりがな、

今後 、介 護業務 に従 事す ること を

重度訪問介護従業者養成研修

費用５０，０００円（テキスト代、消費税含む）

方、及び現に従事している方とします。

希 望す る方 、従 事す ること が確 定し てい る

受 講資 格

目的に開講します。

技 術及 び専門 知識 等につい て習 得する こと を

に 応じ た介護 サー ビスを提 供で きるヘ ルパ ー

まつり

本 講座 は、 介護 が必 要な方 に多 様な ニー ズ

研修室

年２月３日 金( ～)
日（金）

年３月

介護職員初任者研修 （月水金コース）
開催日
平成
24

25

年２月４日 土( 、)５日（日）、
日（土）
、 日 日( )

（土日コース）６日間
開催日
日（土）
、

29
19

会場 ゆらっとステーション 研修室

18
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29 29

会場
もみ
じゆらっとステーション

研修のお知らせ

催し物の情報
秋の楽しみ方は色々ありますが、気持ちの良い秋
晴れの日に、お出掛けなども楽しいものです。

庭園に佇む
彫刻の美術館
スキュルチュール江坂

全 国で も珍し い近現 代彫刻 作品 だけを 集めた 江
点程

坂にある美術館です。ロダン、マイヨール、ジャコ
メッティ、ロッソなど近現代巨匠の彫刻を、

住所
ＴＥＬ

〒５６４‐００５４

吹田市芳野町

０６‐６３８４‐８１７３

‐

時～ 時 入(館は 時 分まで )
円、大高生 円、中小生 円

〈通常時の施設情報〉

＊無料送迎バスも出ています。

はその敷地の中です。

の敷地「アメニティ江坂」が見えてきます。美術館

線を西に向かい、
「蔵人」の交差点を左折。右手に緑

最寄り駅 ■地下鉄御堂筋線 江｢坂駅」
徒歩の場合⑧出口から新御堂筋沿いに南へ。内環状

16

円引き）

30

回「関西文化の日」
、そして開催施設

開館時間

入場料 一般

16

今回は、第
展示してあります。

テラス外の庭には、フランス女流彫刻家マルタ・

500

休館日

月曜（祝日の場合は翌火曜）

が開放感いっぱいに広がり、マルタ・パンの３作品

※美術館内他、車椅子で通行が出来ます。

（障害者手帳をお持ちの方は

17

が展示されています。リーニュ・ブランシュとは「リ

パンによる野外作品「リーニュ・ブランシュの庭 」

13

400

の中から「スキュルチュール江坂」のご紹介を、ま
た紅葉の時期ですので「久安寺のもみじまつり」を

回 関西文化の日

分まで )

- 10 -

ご紹介させて頂きます。

第

ス語であり、３作品がそれぞれ白い線で結ばれてお

ーニュ（線）
」と「ブランシュ（白）
」というフラン
秋の恒例イベント「関西文化の日」
、関西２府８県

時

関西文化の日 実施日
月 （土 ・) 月
日( )
＊すべての展示、常設展が無料で観覧できます。

りとしたひと時を過ごすのも素敵ですね。

あります。
「庭」を借景にしたレストランで、ゆった

ラン「ル・ジャルダン」があり、ランチメニューも

その他、敷地内にはユトリロの作品があるレスト

す。 カフェのみの利用も出来るということです。

館内にカフェもあり、お茶を楽しむことができま

います。

を変えるユニークな作品です。庭は無料開放されて

り、フロートという作品は風を受けて池の中で向き

内の美術館・博物館・資料館など約

日（日）を中心日とし

料が日にち限定で無料になります。（主として常設
日（土）
・

展が無料となります）
月

月中に実施されます。

今年は
て、

※実 施日はそれ ぞれの文化施 設が設定し た日とな

関西文化の日事務局

国立国際美術館、ほか多数

りますので、詳細は、お問い合わせください。
開催施設
お問い合わせ先

時

時 入(館は

20

650

０６‐４９６４‐８８４４
時～

時～

11

30

19

20

17

100

10

施設への入館

14

600 10

14
19

平日

開館時間

16

10

11

11

http://www.kansaibunka.com/

17

ＴＥＬ
ＵＲＬ

10

11

もみじまつり
大澤山 久安寺

大澤山 久安寺 （ ダイタクサン キュウアンジ）
花の寺との別名があり、観光修行場として知られ
ている久安寺。楼門は国の重要文化財として指定さ
れています。
月 上 旬 にか け て、 参 道両 側

月上旬

月中旬

月中旬～

例年の色づき始め…
例年の見頃…

もみじまつり

時 ま で は ご祈 祷が あり 、 催し 物 はご 祈

月 日 日( )
もみじまつりと開運招福祈祷会 拝(観料３００円 )
時～

祷が終わってから行われるそうです。今年は大護摩
供の他、パントマイムや南京玉すだれ、開運餅まき、

ょうか。

分頃まで )

秋のひと時を、ゆっくりと楽しむのはいかがでし

もみじ粥（芋粥）の無料提供などが予定されていま

境 内全 域が曼 陀羅思 想によ る構 成にな ってい る
ようで「虚空園」と呼ぶ、とっても広い庭や大きな

所在地 大阪府池田市伏尾町６９７

池、仏塔などがあります。
素晴らしい紅葉の景色ですが、あまり知られてい

ＴＥＬ ０７２‐７５２‐１８５７
時

ないようで、とても見応えのある紅葉時でも、それ

時 入(場は

営業時間 ９時～
交通

程混雑しないようです。
また、本堂手前にある御影堂の奥からは「弥勒山

号池田線池田木部①出口から
＊駐車場…無料
（本堂・御影堂等は不可）

※境内奥、仏塔まで車椅子で通行できます。

約５分

【電車】阪急電鉄池田駅からバスで久安寺下車すぐ

温泉や食事も楽しめます。

いそうです。近くには温泉旅館もあり、日帰りでの

久安寺に隣接したうどん屋さんも、味の評判が良

だそうです。

めぐり」が出来るようです。海の見える１０８０ｍ

15

【車】阪神高速

16

の山 頂までの山 歩きが楽しめ る森林浴巡 拝コース

30

ます。

や広い境内の至るところにあるモミジ、イチョウな

月 中 旬 から

12

11

す。模擬店も出店するようです。

例年

20

12

11

11

どの木々が、周囲を赤や黄色と色鮮やかに染め上げ

12

11
11

- 11 -

11

日々の備え

というメッセージを言葉だけではなく、態度で支援

日 だまり の暖かさ が心地よ い季

編集後記

日々の関わりの中で「あなたを大切に想っています」
者一人一人が利用者に伝えていき、安心して頂ける

節となりました。この度、法人の機

現在、支える会において、事業所単位の防災訓練

うとは」ということを追求する姿勢であり、
「利用者

者主導ではなく、利用者主体とは」
「利用者に寄り添

その事は、支える会として大切にしてきた「支援

こ れから も、各事 業所での 取り

載させて頂きました。

で、各事業所の紹介、旅行などを掲

とな りました。第 １号という こと

ように努めていきたいと思っています。

だけではなく、災害に対して法人全体で連携して対

のことをもっと知りたい」「利用者の決定を大切に

組みの様子などをお伝えしなが

防 災

処していくために、継続的に防災会議を行っていま

したい」ということに繋がるのだと思います。この

ら、 支援の充実に 繋がるよう な内

関誌 、第１号が無 事に発刊の 運び

す。

ことを、日々の一場面の中でも感じて頂けるように

編集委員一同

号

大阪重症心身障害児者を支える会

番

- 12 -

いざという時の備蓄、連絡経路の確認、協力体制、

朝 夕の冷 え込みも 厳しくな りま

おります。

容を お伝えしてい きたいと思 って
)

取り組んでいきたいと思います。

災害別の動きの確認などの準備をしています。

ゆ(ら職員 Ｔ・Ａ

すの で、体調管理 などに気を つけ

また、災害においては自然のものばかりではなく、
神奈 川県相模原 市の障害者支 援施設で起 こった痛

て仕 事に取り組み ながら、秋 を満

発行元

喫いたしましょう。

ましい事件のように人災もあります。
今回のこの事件は、入所者にとって自分のことを
想ってくれて、いざという時には守ってくれるはず
の支援者に襲われるという、ショッキングな事件で
した。事件にあわれた施設の方はもちろん、その事
件のことを聞かれた皆さんも、とても怖い思いをさ
れたことと思います。

社会福祉法人

〒５４５‐００２１

大阪市阿倍野区阪南町２丁目

ＴＥＬ０６‐６６９０‐５３６０

ＦＡＸ０６‐６６９６‐９９５５

11

今後、「社会福祉施設等における防犯に係る安全
の確保について」という通知などを参照に防犯の強
化にあたりながら、同時に、支える会においては 、

23

