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 事業所トピックス 
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サンシャインけやき 

 夏のいち大イベント、芝

生夏祭りに参加しました。

毎年恒例のおでん出店で、

地域の方々とも顔なじみに

なり、メンバーたちにも声

をかけてもらい社会参加が

出来ました。 

 前日からの炊き出しで何

回も火を通し、一晩ねかせ

味が染みこんだ、こんにゃ

く・大根・たまご・ごぼ

天・ちくわ・おいしいと評

判です。回を重ねる事にお

客さんも増し、３０分で１

５０食完売しました。（サ

ンシャインけやき 大野） 

• • • 

ひろがりはうす 

 暑い夏でしたが、所内で

は涼しく快適に活動に取り

組みました。コンスタント

に作業が続き、メンバーの

皆さんも頑張って働いてお

られます。ガレージセール

では、常連の方が時々のぞ

かれたり、提供の品を届け

てくれたり、内向きの作業

だけでは得られない地域と

のつながりを実感していま

す。（ひろがり 松崎） 

創刊に際して  

社会福祉法人そうふう会 理事長 山 田 義 昭   

 社会福祉法人そうふう会は、

２００５年３月、精神障害者

小規模通所授産施設バイアス

カンパニーの開設（無認可か

らの移行）に際して法人格が

必要なことから、設立され今

日に至りました。現在は、制

度改革の荒波の影響を受けつ

つ小さな事業所５箇所が、法

人の基で活動しています。 

 これまで、皆様のご支援を

受け、今日を迎えることが出

来ました。感謝の念で一杯で

す。 

 さて、今更ではありません

が、法人と事業所の広報誌を

発刊しようと、事業所の話し

合いの中で意見が出てきて、

各事業所の活動を広く皆様に

知っていただきたい、との思

い出何とか創刊にこぎつけま

した。 

どこまでやれるか不安があ

りますが、これをきっかけに

事業所の結束を図り、法人の

発展に寄与したいと願ってお

ります。是非、ご一読いただ

きますよう、お願い申し上げ

ます

全事業所交流会が開かれました。 

バイアスカンパニー 中井 

7/11(土)10時～高槻ゆう

あいセンター4階研修室にて

法人交流会を実施しました。

参加者はメンバー、そのご家

族、スタッフを含めて総勢

80 名の集まりとなりました。 

当法人では 2012年からひ

ろがりはうす、サンシャイン

けやき、きらきら、バイアス

カンパニー、ふれ愛たかつき、

この 5つの事業所でそれぞ

れ運営をしています。 

今回は、そうふう会が 5つ

の事業所を運営するようにな

ってから初めての法人全体の

集まりになります。それぞれ

の事業所でどのような方々が

働いていらっしゃって、どの

ような活動をしているのか、

お互いに交流も踏まえて知る

機会を持とうということで今

回の会を開催するようになり

ました。 



• • • 

バイアスカンパニー 

バイアスカンパニーでは、

今年度よりリサイクル品販

売を始め、月平均 4000円超

の売り上げがあります。秋

以降のバザーなどで更に売

上を伸ばし、利用さんへの

目標工賃をアップしていき

たいと考えております。 

9月 25日(金)ボーリング大

会を開催しました。 

当日は普段の仕事から離れ

スタッフと利用者さん一緒

にボ－リングを楽しみまし

た。 

終わった後は一番のお目当

て？のお寿司を楽しみまし

た。 

• • • 

ふれ愛たかつき 

阪急高槻市駅ミング阪急高

槻２階にて３０坪のスペー

スにて、大阪府内及び全国

１４０ヶ所の授産施設で丹

精込めて作られた３０００

アイテムの製品を、メンバ

ーの方２５名と鳥本さん

（障害者の方）を筆頭に職

員５名で「明るく元気をモ

ットーに」授産施設の想い

をお客様にお伝えして販売

に専念しています。 

元気に頑張っているメンバ

ーの姿を是非、見に来て下

さいませ。 

心よりお待ち致しておりま

す。 

まずは当法人理事長の山田か

ら挨拶があり、その後各事業

所の紹介をする時間となりま

した。皆で歌を歌ったり、踊

りを披露するなど各事業所の

個性に合わせて楽しく紹介の

時間を進めていきました。そ

して最後は皆のお楽しみビン

ゴゲーム大会を執り行いまし

た。手作りケーキなどの豪華

賞品が準備され会場全体が盛

り上がって楽しい時間となり

ました。 

今回、法人として初めての試

みで交流会を実施しましたが

当日は予想以上にたくさんの

メンバー、ご家族の方々に参

加いただき、大盛況の集まり

となりました。スタッフ一同、

感謝の思いでいっぱいです。

参加いただいた、メンバーと

そのご家族の皆さん本当にあ

りがとうございました。来年

も法人での交流会等の集まり

を計画中です。次回は食事も

しながらもっと交流できる時

間も考えております。またご

参加いただけたら幸いです。

事業所紹介第 1 回            

＜地域活動支援センターⅢ型きらきら＞
平成５年４月、共同作業所

「わ！きらきら」を開所。 

名前は「わ！」と驚き、また、

「輪」になって、そ

こに集まる人達が

「きらきら」として

いたいという気持ち

でつけられました。

開所から 19年、制

度の移り変わりで平成 23年

10月に法人化に、社会福祉法

人そうふう会「きらきら」とし

て新たなスタート。時の流れに

翻弄されながらもメンバーと職

員は頑張っています。「わ！き

らきら」という名前は、お菓子

工房「わ！きらきら」として今

も健在。「きらきら」の授産活

動を支えているクッキーとパウ

ンドケーキは１番美味しいと言

われる品質を守り続けています。

パンも今は一休みですが復活を

目指しています。 

高槻市マスコットキャラクター

「はにたん」のクッキー、それ

とマグネットとキーホルダーと

いう新商品の製

作・販売も開始。

メンバーの工賃ア

ップを目標に頑張

っています。地域

活動支援センター

Ⅲ型というという

事業では本当に苦しい運営です。

消費税率が上がり、最低賃金が

上がり、それでも給付金のアッ

プにはなかなか反映されない。

運営が厳しい中、メンバーには

他の事業所に劣る活動はさせた

くない。職員には楽しく働ける

職場環境を目指し。メンバーも

職員も、楽しく笑いの絶えない、

そして時々注意もされる事も、

色んな事があっても事業所に行

く事が楽しみ。「きらきら」は、

生きている事「喜怒哀楽」を実

感できる事業所です。 

（きらきら管理者 阿部 要次）



「きらきら」旅行 

９月、他の事業所の旅行が雨と

いう週が続き「きらきら」も雨

が１番の心配事になってしまい

ました。 

シルバーウィーク後の 24日

(木)～25日(金)の一泊二日。 

曇りの予報が前日の午後の予報

でいきなり「雨」

と・・・・・・。 

「きらきら」ってメンバーの日

頃の頑張りがやっぱり天気も見

てくれているのか本当に「雨」

が少ないです。 

今回も、初日は雨の中でしたが

移動中は雨が止んだり小雨だっ

たりとラッキーが続きました。

二日目は雨も止んで時々日が差

す曇りの中で遊べました。 

今年は、「ブラジリアンパーク 

鷲羽山ハイランド」の旅行。 

新幹線やアンパンマン列車に乗

って、国産ジーンズ発祥の地

「児島」では藍染体験。 

「藍染体験」約一時間の行程 

「きらきら」でも授産で染めを

やっていた職員を招いて染めは

一度体験済み。メンバーもその

経験からかちょっと自信ありげ

な様子。 

「きらきら」の体験では経費の

関係で「茜染め」でしたが今回

は天然の藍染。柄(模様)を考え

て作業を開始。一度体験してい

るので思ったよりスムーズ。 

メンバーが藍の液につけて、水

洗いは先生にお任せ。脱水をし

てから仕上げのアイロン掛けに

はメンバーも参加。授産活動に

染め商品作りもやってみたくな

る職員でした。 

「ブラジリアンパーク 鷲羽山

ハイランド」 

山の斜面にあるテーマパーク、

派手さも豪華さもないテーマパ

ークですが、スカイサイクルは

スリル満点で良かったです。 

山登りに来たようなテーマパー

クでメンバーもいい運動になり

ました。 

バイキング三回(夕、朝、昼)と

いう食事は、メンバーも職員も

楽しめました。 

来年は何処に行こうか。そんな

楽しみが持てた旅行でした。 

（きらきら 阿部要次） 

 

NEWS NEWS NEWS 

★社会福祉法人そうふう会のホームページを準備中です。今後充実したコンテンツでお届けする予定

です。ぜひごらんください。 

検索結果は近日反映！よろしくおねがいいたします。 

法人、各事業所の情報を、そうふう会ホームページにまとめて発信いたします。 

※既存のURL はこちらです。↓ 

バイアスカンパニー www.byus-co.com/ 

ふれ愛たかつき   https://www.osakafusyakyo.or.jp/fureai/fureai.html 

ひろがりはうす   https://twitter.com/hirogari86 

           

社会福祉法人そうふう会 



 編集後記 社会福祉法人そうふう会は 2011 年に５か所の事業所を運営する法人となり、５

年目を迎えました。それぞれの事業所が立った出発点、あゆんできた道のりは様々ですが、

各事業所の経験や知識を持ち寄り力をあわせて、法人としておおきな歩みに変えようとして

います。ご利用者、ご家族をはじめスタッフ関係者が、それまでの数倍の規模でかかわりあ

うことなり、対外的にも私たちの法人活動に向けられる注目に、今後応えていこうというこ

とで、広報誌を発刊することとなりました。至らない点も多くあろうかと思いますが、ご一

読いただき、ご意見をお寄せいただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

わたしたちの動き 

04/10（木） 法人事業所会議                               

04/16（木） 法人研修会（実践について）                         

05/14（木） 法人事業所会議                               

05/28（木） 法人理事会・評議員会                            

06/11（木） 法人事業所会議                                

07/09（木） 法人事業所会議                               

07/11（土） 全事業所交流会 ゆうあいセンター４F 約７０名参加。              

07/22（水） 研修会（法人より代表参加・苦情対応ついて）                 

08/20（木） 法人事業所会議                                 

09/10（木） 法人事業所会議                                 

09/17（木） 法人研修（事例研究）                             

10/08（木） 法人事業所会議                               

10/15（木） 法人研修（マイナンバー制度） 

 イベント出店 

今年度上半期の主な出店参加は、ジャズストリート、すぽーつまるしぇ、支援学校販売、水道祭り、
プロ野球ウエスタンリーグ、他事業所夏祭り、地域自治会夏祭り、聖マリア教会バザー、右近ふれあ
いマルシェ、高槻市社協祭り、高槻市健康フェア、食の文化祭、ふれあいひろば、上の池ふれあいひ
ろば、 

 イベント参加 

今年度上半期の主なイベント参加は、ゆうあいセンター野外交流会、明治大阪工場見学、プレミアム
商品券普及周知活動、ふれあいプールレク、高槻市ふれあい運動会…などなど 
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