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法人創立１０周年目です。 

              理事長  荒川 輝男 

 

 明けましておめでとうございます。 

社会福祉法人そうそうの杜は、平成１３年１０月２５日の法人設立以来、今年は法人設

立１０周年目の節目の年を迎えることができました。 

 この間、障害者施策の混乱の中で法人の歩みとしては、順調にこれたのではないかと思

っております。これは、平成７年４月に無認可作業所時代、また法人の黎明期を支えてく

れたスタッフ、賛助会員の皆様、城東区地域関連の皆様、利用の皆さん、区役所の担当者

や法人役員の皆様など様々な方々のおかげをもちまして今日につながって参りました。こ

こにお礼を申し上げますと共に感謝いたします。また志半ばで法人のスタッフを辞めてい

った方々にもお礼を申し上げます。 

介護保険以降、日本の福祉（児童・障害者・高齢者）は行政が役割を放棄してきたかの

ように見えます。最低限、人が「ひと」として尊厳を持って生きていくためには、食べる

こと、出すこと等は基本的な生理的欲求として生命の営みに組み込まれていることです。

これさえもサービスという言葉の対象となること自体が納得できませんし、日本社会の閉

塞感の中で様々なことが提起された 10年間だったと思います。 

 この間は、障害者福祉の大きな変革の波の中で、法人化を含め平成１５年４月からの支

援費制度への移行、更に平成１８年４月の障害者自立支援法による事業移行と早めの事業

移行や申請を行ってきました。基本的には障害者自立支援法には反対の立場ではありまし

たが、この障害者施策の混乱の中でより早い展開をして参りました。理由としては、国や

行政が弱小の無認可作業所や法人を守ってくれる時代ではなくなってきたことが大きな要

因です。一方、規制緩和の中で民間参入が始まり、福祉が金儲けの対象になる時代の中で

社会福祉法人としての認識と役割をどうしていくのかを問い続けてきました。 

 平成１５年の６月から７月頃には資金がショートしかけて暗雲が立ち込めた時期もあり、

事故の対応でしんどい思いをしたりと様々な課題がありましたが、なんとか乗り切って   
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結果的には、そうそうの杜の支援のあり方が理解され城東区内で認知されてきたと実感し

ております。具体的には、城東区という地域に根付きながら地域での生活を支援し続ける

ことを目標にしてきました。その結果地域のニーズに対応していく形で、働く場や日中活

動の場・児童デイサービス・子育て支援事業等も展開してきました。 

 体制も平成１５年３月末で利用者が約３０名、スタッフは、正・非常勤を足しても１３

人しかいませんでした。これが２２年１２月末では、利用者が約３００名に対し、正職５

０名、非常勤３７名、登録ヘルパー約５０名となり大きな所帯になりました。 

組織的には、資源が区内に分散しており、拠点となる大きな箱モノがない。法人設立以

来７～８年間で急激に拡大してきたことなどから様々な問題を抱えているのも事実です。 

この１０年間は、ともかくも走り続けてまいりましたが、今後は法人の熟成（次を担う

人材の育成や組織の充実・支援の質の向上等）に向けての１０年間と位置付けて歩んでい

きたいと考えております。 

今年は、大きな箱モノを持たないという利点を生かして資源を地域へ分散していく中で次の１

０年間へ向けた準備の年として邁進してまいりますので皆様のご支援とご理解をいただきま

すようお願いいたします。 
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あけましておめでとうございます。 

平成２３年を迎え今年も利用の皆さんやスタッフからの年賀をお届けいたします。読んでいただいてい

る皆様も含めまして今年１年がよかったなと思える１年になることを祈念いたします。 

                                                  平成２３年 １月吉日 

 

◎ホームヘルプセンター とことこっと 

【利用者】 

森 一雄：身長を 180センチにしたい！！ 

小松崎 広樹：体調を崩さない。しっかり貯金する。 

塩本 昌義：タンバリンを練習して披露すること。 

【スタッフ】 

綱嶋 尚至：一汁三菜 

日浦 陽香：整理整頓し、初志貫徹 

島田 優一：仕事を要領よくこなし、スキルアップ出来るように努める。 

新井 克也：周囲に気をくばり、配慮ができること。仕事をおろそかにしないこと。 

中上 光寿恵：仕事をためない。 

竹田 千秋：愚痴をこぼさない。 

小出 香織：日々勉強 一歩一歩確実に前進 

東 貴美子：健康維持 体力強化 

堀居 園美：明るく元気にがんばります！ 

金原 裕一郎：素人目線で疑問を持って考えて行動 

 

◎伝（児童デイサービス） 

【利用者】 

赤松 海斗 ：たくさんのおもちゃで遊びたい。 

伊藤 幸一 ：伝でゆっくりしたい。 

魚見 征太郎：カシオペアに乗りたい。 

太田 彪雅 ：ムシキングバトルごっこをいろんな人としたい。 

大野 ノエル：伝でたくさん友達を作る。 

奥井 健文 ：仮面ライダーになって、悪をやっつけたい。 

片岡 拓也 ：泰彦くんより多く伝に来たい。 

片岡 泰彦 ：拓也くんより多く伝に来たい。 

金井 志乃 ：しっかりとしたお姉ちゃんになる。 

兼岡 知弥 ：トムとジェリーのパズルを完成させたい。 

岸本 雄太 ：いっぱいお菓子食べたい。 
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見坂 宗道 ：神戸、横浜に行きたい。 

坂本 紗歩 ：料理をしてみる～。 

佐藤 希  ：黄色のビー玉でいっぱい遊びたい。 

澤田 依里香：もっときれいになりたい。 

志倉 妙  ：料理をしてみたい。 

篠原 光砂希：トランプで神経衰弱とババ抜きをしたい。 

清水 実咲 ：自分でおやつを食べられるようになりたい。 

髙松 七海 ：ビーズでたくさんアクセサリーを作りたい。 

橘 友生  ：野球、サッカー、スイミングをしたい。 

田中 杏  ：たくさん笑いたい。 

田村 丈和 ：机の上におもちゃを置いて遊ぶようにする。 

近松 美貴 ：『あけましょう おめでとう。やさいもたまねぎ』野菜もたべるぞ。 

近松 歩美 ：『あけまして おめてとう』濁点を付けられるようになりたい。 

辻仲 涼子 ：わがままがバージョンアップしないようにする。 

常山 蒼一郎：たくさん楽器を弾いて遊びたい。 

長田 瑠奈 ：ぴらめきーの占いを今年もするぞ。 

野瀬 瑞月 ：叫ぶ声を小さくします。 

長谷川 太郎：風船バレーができるようになりたい。 

濱田 颯花 ：いろんなパズルで遊びたい。 

東川 もも ：伝のみんなで公園に行きたい。 

福水 元基 ：そうじの時間に、みんなとそうじが出来るようになりたい。 

福本 良成 ：元気に過ごす。 

藤浦 樹  ：たくさん旅行したい。 

藤澤 亜利紗：みんなと仲良く遊ぶ。 

藤本 玲奈 ：始まりの会で名前を呼ばれたら、手を挙げて返事できるようになりたい。 

真山 斐名 ：自分でズボンを脱げるようになる。 

溝尾 梨花 ：オッケーサインをたくさん出したい。 

向江 慶真 ：いっぱい話せるようになりたい。 

村井 裕美 ：パズルで遊びたい。 

湯谷 尚弘 ：お年玉で買ったゲームをたくさんしたい。 

渡辺 大智 ：早く伝に来たい。 

和田 直也 ：電車に乗っていろんなところに行きたい 

【スタッフ】 

上熊須 久美子：自然体。 

井上 愛子  ：3.5秒で即答。 

浅田 哲  ：無遅刻無欠席で頑張る。 
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佐藤 博  ：大阪フルマラソンで完走。 

神田 昭次 ：モチベーションの維持。 

赤嶺 幸子 ：体調を維持し、笑える１年に。 

青石 幸子 ：そうそうの杜で頑張る。 

山田 拳志郎：高校入学。 

 

◎今福事業所（就労移行支援・就労継続支援 B 型） 

【利用者】 

山名 友子「大きい声を出しません」 

山田 昌徳「ちゃんと話を聞く」 

金森 一雄「考える」 

宮田 敬子「仕事を間違わんように頑張ります」 

高津 弥生「就職をしたいです スーパーマーケットを見学と面接したいです」 

橋本 隼人「ショートステイ添、ＤＶＤ観ます」 

成瀬 龍馬｢ボーリング頑張ります｣ 

木本 哲正「髭を剃る」 

好川 真司「就職したい」 

横川 泰明「皆と仲良くする」 

岩下 宗史「今年中に就職したい みんな健康でケガなく過ごせたらそれでいいです」 

村上 雅洋「スピード良く一生懸命頑張ります」 

中山 衛「一年間頑張ります」 

藤本 龍志「仕事がうまくできますように」 

福本 茂「休まず頑張る」 

千北 一宏「（フロバンスの製造台数）目標 10,000 を目指します」 

長瀬 好一「就職を頑張ります」 

藤田 照子「トイレ掃除を頑張ってやります 休まない様にする」 

道本 祐二「風邪ひきで何日も休まないように努力する」 

【スタッフ】 

高橋 勲「自己研磨 不撓不屈」 

市川 毅「自分に厳しく 人にやさしく」 

中程 恵里「早寝早起きをする」 

戸張 卓也「努力あるのみ」  

山川 真司「日々挑戦」 

西 清「遅刻しないようにします」 

武田 和幸「頑張る」 

桑畑 賢二「健康第一」 
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佐藤 真也「体調とか気をつけて仕事をすること」 

内藤 哲也「頑張ります」 

小林 晴美「健康に気をつけて休まない様に頑張ります」 

魚見 ミヨ子「仕事に従事して一生懸命頑張ります」 

竹森 幸子「楽しく仕事をします」 

松田 知美「体力向上」 

 

◎庵げんげん（生活介護） 

【利用者】 

安部 泰博：楽しく過ごす。 

糸永 多恵子：マイペース 

井上 幸一：好きなものを買う。 

江口 直子：休まず来ます。 

岡本 高志：作業します。 

家志 真基：健康第一で。 

河野 広子：歌う。踊る。 

河野 稔：外に出る。旅行に行く。 

小林 康浩：健康で来ます。 

近藤 貴：Ｍサイズを維持。 

田中 志げ子：がんばります 

田村 隼人：落ち着いて座る。 

渡辺 みゆき：げんげんでお姉さんになる。作業所に行く。 

橋本 和子：元気で暮らす。 

春本 勝治：休まずに来る。 

平井 乃里子：休まずきます 

三浦 英夫：散歩や空き缶つぶし頑張る。 

水野 静花：たくさん食べる。 

三宅 麻衣子：げんげん頑張って来ます。 

八木 見知子：食べれる物を増やす。 

吉岡 順一：ガイヘルを使う。 

吉谷 育晴：がんばって仕事に行く。 

和田 千鶴：雨の日も来る。 

東 和恵：アルミ缶とっ！！ げんきで 

井境 祐輔：リハビリがんばる チャイ 

伊藤 基博：家族円満 

金山 武由：旅行がしたい、もうちょっとこえたい 
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木下 清治：健康で長生き 

桜本 和男：色々な電車にのる 

松井 数馬：結婚できますように 

水本 貴子：一心 

森川 直美：自分にきびしく 

森澤 桂太郎：安全第一 

森実 久美子：健康第一 

森田 到男：今年も一年、皆とたのしく元気にすごせますように。 

【スタッフ】 

北端 直也：あせらず、今やるべき事をきちんとやる。一年間を通して無違反。 

中島 伸治：ブレイクスルー。 

橋本 秀貴：初心にもどって仕事をする。 

田島 直人：丁寧にする。地味にこつこつ。 

嶋本 八千代：大嫌いな病院へ行って体を治す。 

福谷 初江：健康留意。 

濱野 夕香：相手の気持ちを良く考え落ち着いて行動します。 

藤田 ヒデ子：1日 1日皆と楽しんで。 

川本 寿美江：可愛く元気が 1番で。 

浅山 眞由美：元気で！ 

奥野 梨沙：ほどほどにマイペース 

飯田 伸二：自分らしく 

中西 洋平：平常心 

原口 亜季美：楽しく過ごす。 

西田 勝彦：健康第一 

中野 典子：がんばります。 

 

◎座座（就労移行・就労継続 B 型） 

【利用者】 

白橋 健太郎：頑張ります 

清川 綾一：ハイキング？？ 

西川 政一：仕事します 

向井 義昭：仕事頑張る 

平山 健二：頑張ります 

北川 貴之：給料上げること 

柾木 賢斗：頑張ります 

宮地 利也：休まんと来ます 
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巽 敏秀 ：本や 

藤本 優人：頑張ります 

濱野 伸明：健康で一年過ごせますように 

塩本 昌義：何もないよぉ～、知らん 

【スタッフ】 

北村 真一：一日を大切に日々努力 

伊勢木 拓実：健康で過ごすこと 

 

◎つむぎ館（就労移行・就労継続 B 型） 

【利用者】 

宮本 安由美：仕事をしてがんばってお金をためてディズニーランドへ行きたいです。 

中村 多美子：くじけずにしょげないでがんばります。 

奥山 修子：あんまりキョロキョロしないようにします。 

藤岡 尚也：スポーツをがんばります。 

村津 貴志：しごとをがんばります。 

辻 直樹：スポーツをがんばります。 

渡辺 敏治：たくさんの仕事ができるように。どんな難しいしごともできるように。 

渡辺 貴志：仕事休まずに行く。 

大南 哲夫：仕事休まずがんばります。 

西谷 紀美：今年も賞をとれるようにがんばります。 

前田 志津子：つむぎ館で働いてお金をもらいたい。 

国本 行広：ちゃんと仕事に来る。時間通りに遅刻をしない。ねぼうをしない。 

儀武 達久：しごとがんばります。お金もうけをしたい。 

【スタッフ】 

国本 英浩：考えて動けるようにする。 

吉田 久美子：10年目を迎え気をひきしめ自分なりに努力していきたいと思います。 

小澤 奈津：私も 10年目。さらに成長を目指します。（暫く休みます） 

 

 

◎だんだん（大阪市子育て支援事業） 

[スタッフ] 

高津 和美 ：今年も元気でがんばります。 

森本 久美子：ゆとりある毎日 

松本 明子 ：新しい何かにチャレンジを！ 
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◎想縁綾・地域（ケアホーム・ルームシェア・一人暮らし） 

[利用者] 

渡辺 みゆき：作業所に行く。大人の服を買う。 

藤田 照子：仕事がんばる。パアグを増やせるようにする。 

竹中 有花：仕事がんばる。 

今中 哲子：休みをなくして、皆勤賞を狙っています。 

千北 一宏：一人暮らしを続けます。 

道本 祐二：健康に過ごしていくこと。 

後藤 育郎：一人暮らしで困ることないよ。楽しいよ。 

福田 秀亮：精神的に落ち着いて生活せなあかんな。 

尾藤 豊：がんばる 

吉丸 喜裕：仕事を辞める事のないように続けたい 

山田 拳志郎：高校受験と高校生活 

下嶋 聡：今まで通りの生活とディズニーランドに行きます 

多田 泰秀：正社員を目指す 

北村 英也：HbA1c をちょっとさげる。 

高田 貞二：洗濯物が干せる部屋に引っ越したい 

勝呂 拓馬：しっかりした自分になる。 

山田 昌徳：HbA1c5.5 目指す 

白橋 健太郎：仕事頑張る 

宮地 利也：仕事休まない 

西川 政一：縁のみんなと仲良くする 

寺谷 百合枝：入社３年目になり、中堅社員になります。 

少しずつでも担当できる仕事を増やしていきたいです。 

田所 美恵子：みんなと出来ることをもっと、していきたいです。 

森田 千恵：病気を治して、創奏を休まず仕事を頑張りたいです。 

河野 広子：楽しく がんばる 

原田 明子：ぼちぼち真面目になります。 

西谷 亜津美：そうじがんばる。 

吉村 英里子：仕事がんばる。 

高津 弥生：就職する。 

櫻本 和男：庵に休まずに行く。電車の旅ができるように頑張る。 

津田 泰宏：ジャパンの売り上げの為に、接客を頑張りたい。 

フットサル、ジョギング、バスケも頑張る。 

廣瀬 全克：とどまつの仕事を頑張る。お酒はぼちぼち・・大人ですから・・・ 

山名 友子：イライラしない。 
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井上 幸一(クレスト):仕事を休まずに行く。 

藤本 大地：健康第一 

川本 和恵：創奏に頑張って行って、1 人暮らしをしたい。 

[スタッフ] 

冨吉 弘史：心身ともに健康面に注意する。利用者さんに対して丁寧に接する。 

永野 百香：自分に磨きをかける。 

真頼 正施：戦争のない世界 

樋口 尚紀：もう風邪ひかない。 

白石 達也：飲んでも飲まれない。 

籾田 花恵：目配り気配り心配り、を心がけたい。 

六田 莉紗：物忘れをなくす。 

原口 久子：更年期に負けない心と体づくり。丁寧かつ正確な仕事をする。 

栗田 聖子：今やるべきことをする。 

 

 

◎創奏（就労移行、就労継続 B 型） 

[利用者] 

福田 秀亮：今年は休みを減らして仕事を頑張りたいです 

朝川 伸一：新生活にあたり、頑張って出来るだけ仕事に行きたいと思います。 

山名 美知子：平常心 

松本 順子：健康第一 

後藤 育郎：創奏も頑張る 

西谷 亜津美：仕事がんばる 

高木 敏郎：健康 

[スタッフ] 

山崎 義弘：仕事に慣れるように。 

福 寛：時間が許されれば、そうそうそうそうを再出版したいです。 

 

 

◎本部 

荒川 輝男：今年は年男でさらに成長します 

吉見 あづさ：やっぱり新しい事やっちゃいます！ 

永海 眞理子：今年もピょんピょん飛び跳ねます！ 

梅澤 典子：整理整頓 

林 直輝：今日の仕事を明日に残さない 
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賛助会員の皆様、ご協力いただきましてありがとうございました。 

なお、賛助会費を御振込いただく場合は下記の郵便振替口座にお振込み

願います。 

 

一口：２,０００円 

振込先（加入名）：そうそうの杜   口座番号：００９４０－５－１８５９８６ 

 

 

賛助会費（平成 22 年 4 月 13 日～平成 23年 1 月 14日にご支援いただいた方） 

鈴木 克治   植田 彌生   進藤      森 愛子    渡辺 勇雄 

倉川 晴子   森澤 弓子   小田原 清美  田中 伸幸   野瀬 文孝 

綿谷 陽子   松本 アサノ  田島 ひとみ  車戸 漾子   藤野 正裕 

初瀬 まり子  金子 孝七   椎木 明美   浜口 慶子   片山 勇哉 

村井 裕美   橋本 陽子   勝賀野 淑子  北島 太郎   來山 秀子 

川端 房子   岸部 章    徳岡 信    菊地 佳子   面高 雅紀 

櫻井 はす代  竹中 康豊   長野 佑樹香  河本 芙美子  寺脇 

中井      大蔵      吉岡      大谷 眞造   重水 通宣 

小澤 茂    小澤 日出子  ヤマワキ商店  津田 賢二   柳川 敏美 

三宅 麻衣子  三宅 美幸   塩野 博    八木 見知子  原田 博明 

高津 和美   木谷 清美   曽谷 幸子   原田 文子   井上 博司 

川口 博明   池田 勉    野間 満典   医療法人 瑞木会 

松浦 法和   武智 保博   大阪市立視覚特別支援学校内 鍬の会 

だいち法律事務所 山本 大助  想芸館 奥田 英明       (敬称略、順不同) 

 

一般寄付（平成 22 年 4 月 13 日～平成 23年 1 月 14日にご支援いただいた方） 

㈱パアグ    吉見 重則   日比野 清   清水 成人   荒井 洋一 

石井 敏一   春本 静良   塩本 康子   入江 隆    櫻本 和男 

永井 澄子   森澤 弓子   竹本 伊津子 

(敬称略、順不同) 

 

その他、地域の方々に牛乳パックや様々な物品等、ご寄付を頂いておりますことを心より感謝 

申しあげます。 

賛助会員にご協力お願い致しますっ！ 
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編集後記 

 新年明けましておめでとうございます。またまた久しぶりの発行になってしまったことを

お詫び申し上げます_(．_．)_ 

 今回は皆の抱負を掲載しました。一部重複がありますが、違う場所になると発言が変

わっている方もいて思わずニヤリです。考えるだけ考えて行動に現れなかった、なんてこ

とのないように気合いを入れて一年を過ごしていきます！ 

皆さんは今年どんな抱負をもって一年を過ごしていきますか？  （は） 

社会福祉法人 そうそうの杜
も り

 
大阪市城東区鴫野東３丁目１８－５ 

Tel ： 06 – 6965 - 7171   Fax ： 06 – 6167 - 2622 

ホームページ ： http://www.sou-sou.com   E-mail ： sou-sou@gol.com 

地域生活支援センターあ・うん 相談支援事業 居宅介護支援事業 

とことこっと 居宅介護・重度訪問介護・移動支援  

大阪市城東区鴫野東 3-18-5       Tel 06-6965-7171 Fax 06-6167-2622 

庵げんげん 生活介護 

（主）大阪市城東区中央 1-6-23（庵）                       Tel/Fax 06-6935-0909 

（従）大阪市城東区蒲生 3-11-10 マサキビル 1F（げんげん）  Tel/Fax 06-6935-1727 

伝 児童デイサービス 

      大阪市城東区蒲生 3-11-10 マサキビル 2F                Tel/Fax 06-6930-6540 

創奏座座 就労移行支援・就労継続支援 B 型 

（主）大阪市城東区中央 1-7-27（創奏）                    Tel/Fax 06-6935-3794 

（従）大阪市城東区鴫野西 4-17-23（座座）                  Tel/Fax 06-4258-6013 

つむぎ館 就労移行支援・就労継続支援 B 型 

（主）大阪市城東区関目 1-14-21（つむぎ館）                Tel/Fax 06-6933-7269 

（従）大阪市城東区今福西 6-3-8（今福事業所）           Tel/Fax 06-6933-0737 

想縁綾 ケアホーム 

大阪市城東区内３ヶ所 

添 短期入所施設 

      大阪市城東区鴫野西 5-18-13                            Tel/Fax  06-6965-1235 

大阪市つどいの広場事業 だんだん 

      大阪市城東区中浜 3-22-9 ラシーヌ中浜 1F                Tel/Fax  06-6961-5505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


