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2015 年 

今年もよろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――新年あけましておめでとうございます――― 

今年も恒例のそうそうの杜の利用者の皆さん、職員からの新年の抱負をお届け

いたします。 

 また、年末恒例の忘年会での理事長賞・各部署 MVP賞の様子や、就職者

“SSE 会”の「浅草・東京ディズニーランドを周る東京旅行」の写真もお届け

します。 

未年の一年間、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。 

社会福祉法人 そうそうの杜 

一同 
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社会福祉法人そうそうの杜 

  理事長 荒川 輝男 

 時代の流れをとみに早く感じるのは、年齢のせいだろうかと考える今日この頃です。 

新しくひつじ年が始まったと思い、年頭に新たな気持ちでスタートしたと思ったら、はや 2

月の声を聞くという時期になって参りました。 

 毎年の恒例？になってしまいましたが機関紙の発行が遅れ遅れになってしまい申し訳あ

りません。正月特集号は早くにと準備は進めていたのですが、またお詫びの文章から書くこ

とになってしまいました。 

 平成 26 年度は、法人にとりまして大きな波が押し寄せ試練の年でもあります。（内容に

つきましては改めてお知らせするかもしれませんが） 

 社会福祉法人の設立から 14 年目を迎え、これまでの前進のみから一旦障害者福祉が落ち

着きを取り戻してきたころに、社会福祉法人として走り続けてきた勤続疲労が凝縮された

ような形で出てきたものと思われます。 

 まだ、年度途中ではありますが社会福祉法人設立時の原点に立ち返り、不安定な社会保障

施策に対応していけるような法人の体制基盤を再構築していくためのひつじ年として位置

付けて邁進して参りますので改めて宜しくお願いいたします。 

 

（法人全体の近況報告） 

 今年度の新たしい取り組みは、 

①委託事業として大阪市障がい者就業・生活支援センター（北部センター） 

大阪市城東区発達障がいサポーター支援事業。 

②北部センター事業につきましては、登録者が 200 名超という状況であり、事業そのもの

の重要性は高まってきており一人でも多くの就労支援を充実させていきます。 

また、発達障がいサポーター支援事業につきましては、区内 16 の小学校と６つの中学校と

の連携が必要であり、今後更に重要な役割を担っていかなければならないと考えておりま

す。 

内部的には、座座（就労継続支援Ｂ型事業）を 11 月に移転（ＪＲ／地下鉄鴫野駅から３分

の距離）しました。また添（短期入所事業）の建物が老朽化しており、早ければこの３月も

しくは４月に法人本部の側（鴫野東）へ移転する予定です。 

特に、事業所の建物に関しましては、カワセミ以外は全部賃貸物件ですが老朽化が激しく

（古いものでは創奏が昭和一桁の建物、耐震構造上はクリアできていません）予想される南

海トラフ地震や市内では上町断層のすぐ近くに資源が集まっているという厳しい条件の中

にさらされていますので、防災対策からすると順次移転の必要性に迫られていることも事

実だと思います。法人内の事業所につきましては、毎月１回の防災避難訓練の実施、非常時

における食料・水等の緊急物資等の蓄え等準備は進めておりますが、100％の対策はあり得

ないので十分な準備と対策を講じて参りたいと考えております。 
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そうそうの杜“私の今年の目標！！”コーナー 

ちいとこ

徳岡 信 バタバタしていても、笑

顔で楽しく落ち着いて仕

事をしたいです。 

林 直輝 もう少し大人になる。一

つ一つ確実にやる。後に

延ばさない。 

新井 克也 物事一つ一つの意味合い

を考えながら、 

丁寧に動く。 

高橋 宏明 仕事をためずに、落ち着

いて仕事に取り組む。 

金原裕一郎 はたらく！｛周り（は

た）を楽（らく）にす

る｝=もっと周りが見れる

ようになる。 

北村 真一 健康で、頑張ります。 

真頼 正施 動く時は身軽に！緩急を

意識して！！ 

田島 直人 節酒。節煙。走る。 

中西 洋平 一歩一歩前進！！ 

慌てない！！ 

仲澤 秀敏 すぐ動く！ 

仕事を溜めない！！ 

奥野 梨沙 余暇を楽しむ 

日浦 陽香 貯金。 

樋口 昌美 年末の福山雅治 冬の☆

大感謝祭に行くこと！ 

でも仕事はがんばります 

六田 莉紗 時間の使い方を改める。 

栗田 聖子 慎重かつ大胆に！ 

有田 恵美 前向きに。いつも笑顔。 

木村エリ子 心身共に健康で。 

佐藤 真愛 真面目に働くことです。 

関 光寿恵 産後、フットサル出来る

ように体力づくり！！ 

松尾 悦子 手話の勉強を 

楽しみたい。 

東條 育代 家族みんなが健康で笑顔

の一年 

村尾由加里 一日一日を 

充実した日にする 

山田 孝子 一年元気で楽しく過ごせ

ますように！ 

井上 幸一 通帳残高を増やせるよう

にします。 

今田 直子 今の仕事を継続して 

頑張る。 

今中 哲子 怪我なく 1 年過ごせるよ

うに頑張ります。 

岩本 重雄 貯蓄と現状維持に 

努める。 

岡 良子 ①無理せず色々挑戦す

る。②一人旅をする（大

阪以外の所）。③一人暮ら

しをする。 

木藤恵美子 来年も健康でいられるよ

うに。 

小松崎広樹 仕事がんばってお金を貯

める。 

小宮 泰行 今年も友達と楽しい一年

にします。 
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小宮由美子 健康第一。あせらずにゆ

っくりと慌てないで行動

する。 

下嶋 聡 パソコンの腕をもっと上

達させる！ 

清水 和美 お仕事がんばります！主

婦業もがんばります！ 

千谷 良太 フットサルや運動会で点

を取ったり、仕事でもっ

と活躍したい！！ 

多田 泰秀 明るく健康で仕事を 

長続きできるようにがん

ばる。 

田所美恵子 健康のダイエット 

辻 静子 ①仕事毎日行けるように

する。②生活リズムを整

える。③スタッフに言え

る様にする。 

寺谷百合枝 1 年を充実させる。 

冨田 明 健康第一 

中村多恵子 手話を覚える！ 

尾藤 豊 今の仕事を続ける。そし

て掃除もガンバル。 

廣瀬 全克 ほどほどに頑張ります。 

古井真菜美 子供の話を聞く。 

前垣恵美子 健康で仕事もして、遊び

も楽しみます。 

松井 数馬 いい人とめぐり会えます

ように 

道本 祐二 今年以上に仕事を 

がんばる。 

三宅麻衣子 今年も 1 人暮らしを続け

れるように頑張ります。 

宮地 利也 オリックス制覇！！ 

諸麦由美子 健康が一番！ 

山田 晋三 来年も健康で 

仕事をがんばりたい。 

吉丸 喜裕 仕事と一人暮らしを継続

させる！ 

脇上 智至 来年もしっかり 

がんばります。 

渡辺みゆき いろんなことに 

チャレンジする！ 

嵐田 雅代 病気せぇへん！ 

彼氏つくる！ 

中川 直美 入院せずに過ごせるよう

に！ショートステイを活

用していきたい！ 

宮本 英昭 勇気・忍耐 

崔 真幸 もっと泳げるようになり

たい。 

下樋茂登三 今年もヘルパーをよく使

い、がんばりたい。 

松田 秀雄 身体を大事にする。 

守田 稔 体調を崩さずにできる事

を少し増やしていく。 

藤野 正行 健康に気をつけて、 

楽しく過ごす。 
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就労 

朝川 伸一 今福へ行って一般就労す

るのが目標です 

北川 貴之 女の子を守る 

白橋健太郎 仕事をがんばる 

横川 泰明 仕事がんばる 

塩本 昌義 体重減らします 

神里 雄介 ガッツポーズ 

向井 義昭 遅刻せずに仕事に来ます 

西川 政一 畑がんばる 

清川 綾一 畑がんばる 

巽 敏秀 畑がんばります 

藤本 優人 さんぱつ 

高橋 飛鳥 がんばる… 

藤田ヒデ子 死ぬまで元気で、病気し

ないように 

山根 章 仕事を楽しむ！ 

福 寛 時間をみつけて勉強した

いと思います 

奥山 修子 人の嫌がる事を 

いいません 

大南 哲夫 仕事がんばる 

前田志津子 お仕事を効率的にしたい 

金森 一雄 仕事ようやります 

渡辺 敏治 風邪ひかない。いらんこ

といいません 

西村紀代子 体重をキープします。 

一言が多いので気を付け

ます。 

池田ひとみ 体重をやせます 

藤岡 尚也 仕事中寝ない 

辻 直樹 7 月に川遊びしたい 

岡次 千夏 なるべく体の事を考えて

仕事バリバリ頑張る。休

むクセを治す。 

中村多美子 時間ルールを守る。テキ

パキ動きたいです 

渡辺 貴志 休まずきます 

吉田久美子 体の事を考えて頑張る 

市川 大貴 計画的な畑耕作 

国本 英浩 健康診断オール A を目指

します！ 

大泉 仁乃 健康第一 

大沼健一郎 地に足つけて、 

根を張って! 

好川 真司 2015 年、就学を目指す！ 

原田 明子 泊まり明けのスタッフや

地域のスタッフと一緒に

くる！ 

西野真梨恵 お仕事を 

頑張りたいです。 

長木亜由美 仕事を休まず長く働ける

ように頑張りたい。 

大竹 寛輝 一つ一つ丁寧に、できる

だけ広い視野で。 

太居 千晶 「発酵薬膳」の原点にも

どり kawasemi を見直

す。 

江藤 博樹 売上前年同月比１０％向

上させる。 

山口 佳純 みんなが幸せでいられる

kawasemi にする。 

小林 佳子 いつも笑顔で、物事に真

剣に取り組む。 
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佐藤 真也 元気よく、ケガなし、事

故なしをめざしたいと思

います。 

村津 高志 もっと工賃上げる 

木本 哲正 分からへんわ～ 

山田 昌徳 キウチに行けるように頑

張る 

秋吉 奈々 （黙って）ｶﾞｯﾂﾎﾟｰｽﾞ！ 

成瀬 龍馬 ボーリングで 

最高点更新！ 

宮本安由美 ディズニーランドに毎月

行く 

中山 衛 月火木金はＣＳロジネッ

ト、水曜午後は京阪鍍金

頑張ります！ 

山下 拓人 緑ひきわけ 

山名 友子 ニッコリすること、普通

の声にすること 

吉村英里子 友達たくさんつくる 

田頭 慶三 新年よろしく 

お願いします 

島本 佳幸 仕事探す 

東西田 剛 色んな利用者と関係性を

築き、 

新しいことに挑戦する 

直山 晃江 楽しむ 

岩下 宗史 （今年こそ）就職できる

ように頑張る 

西谷亜津美 お仕事がんばる 

竹内 諒 お仕事を頑張る 

村上 雅洋 もっと仕事を頑張る 

多々野  

みどり 

一歩一歩前向きに 

  

  

千北 一宏 毎日働いて稼ぐけど、病

気があっても、一日だけ

休みをもらいながら頑張

る 

小嶋 早苗 歌が上手くなりたい 

藤田 照子 右手を徐々に使えるよう

にしたい 

佐々木 学 一日一善 

川元 拓也 就職目指して頑張る 

森岡まどか 子育て頑張る。 

中村 朱里 就職する。 

坂本 紗歩 就職目指して頑張る 

田村 俊子 よくしゃべる 

西谷 紀美 早くねる。かんじれんし

ゅうしたい。 

渡辺 里江 大きな声を出さない。 

山川 真司 ２７年こそ、楽しく！ 

山崎 義博 レベルアップ 

湯川 隆司 一日一生 

原口亜季美 当たり前と思っている事

すべてに感謝 

西 清 大きな声を出さない 

武田 和幸 いろいろ頑張ります 

内藤 哲也 お仕事がんばりますね 

土井 清人 本当の意味での支援と

は、どういうことなのか

もう一度考える 

竹森 幸子 健康に気を付けて 

休まず来る 

嶋本八千代 目に見えないところまで

綺麗にする。体を大事に

する。 

森 典子 ありのまま 

髙橋 勲 寄り添う 

小澤 奈津 子育ても仕事も頑張る。 
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吉岡 久美 何事にも楽しみを生み出

していきたい。 

中山みゆき 健康第一に一年間を笑顔

で過ごしたい。 

佐竹 知子 仕事がんばります。 

森田 千恵 今年は元気でいきます。 

宮田裕紀子 仕事を丁寧にします。失

敗しません。 

後藤 育郎 仕事をがんばる。 

薬丸 昌成 休まずになるべく来るよ

うにがんばります。 

森 真由美 カーラーがんばって、キ

ウチに行きたいです。 

山名美知子 お金を大事に使用したい

と思います。 

国本 忠男 体に気をつけて 

がんばる。 

播广 大介 今年はピンとか数をまち

がえないようにする。 

今田 君子 また恋愛したい。 

硴塚 芳樹 お仕事がんばる。 

李 亭恩 仕事、がんばる。 

大小田富洋 やるしかない。 

場谷 和幸 けんかしない。 

小阪佳世子 （＾＾） ←笑ってうな

づいている 

辰巳満栄子 健康第一。 

高木 敏郎 健康に気を付けて、 

仕事一徹!! 

佐藤 博 全てのことに感謝してと

りくむ。 

水谷 知彦 今年も１年間、 

利用者の皆様と一緒に頑

張ります。 

小林 晴美 病気をしないように頑張

ります。 

平井 敏子 キウチ化建に行っている

利用者が、一人でも多く

就職につなげられるよう

に手伝いしたい。 

中村 智 健康に気をつけ、 

マラソン・水泳・乗馬を

頑張る。 

吉本 圭吾 今年も平常心で利用者さ

んと一緒に 

頑張りたいです。 

籾田 花恵 「人」「想い」「もの」「時

間」・・・大切にしていき

ます。 
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デイ（庵・げんげん・伝） 

安部 泰博 穏やかに過ごす 

糸永多恵子 シール探し シール剝ぎ 

シール大好き 

井上 幸一 いちごショートケーキが

食べたい 

江口 直子 ハイ！ 

岡本 高志 おでかけしたい 

河野 稔 旅行に参加 

河野 広子 温泉にいっぱいいきたい 

近藤 貴 いっぱい寝て、いっぱい

運動する 

午居 将洋 カラオケ♪ カラオケ♪ 

田村 隼人 もっともっと 

外に行きたい 

平井乃里子 ビーズクッションでゆっ

くりしたい 

春本 勝治 かさぶたとってほしい 

柾木 賢斗 ポコポコヘッド壊滅作戦 

渡辺みゆき 作業所、もっと頑張る 

三宅麻衣子 1 人暮らしを続ける 

三浦 秀夫 わからん ふふふ 

八木見知子 コーヒー飲みたいねん 

吉谷 育晴 ボーリングしたい 

楠瀬 皓大 お父さんとケンカしない 

吉岡 順一 笑顔で過ごす 

寺津 玲央 サッカーしたい 

豊田 静花 ボーリングしたい 

小出 香織 今年も一年頑張るぞ！ 

北端 直也 外出をもっとしたい 

（行事） 

冨士 秀規 体調管理 

澤崎 琢磨 もっと経験つみたい 

宮内 敦子 健康第一で頑張ります 

佐東 愛 運動不足の為、もう少し

体を動かす 

水谷 和弘 仕事に慣れ、すっとでき

るようになる 

西谷 幹雄 健康管理 

上野愛梨沙 体調を崩さずに、毎日こ

れるように頑張ります 

川本寿美江 マラソン頑張る！ 

濱野 夕香 テキパキ動いて、 

両立していく 

春本 静良 体重を１０㎏増やす 

橋本 秀貴 今日できる仕事は今日中

に（できるだけ） 

東 和恵 仕事を頑張る 

飯田志津江 来年も頑張って新しいダ

ジャレを考える 

石川 綾子 ごはんをいっぱい食べる 

井境 祐輔 リハビリ・アルミ缶 

頑張る 

伊藤 聖美 女子力アップ♪ 

大瀧 拳 仕事をする 

北村 啓朗 ゆっくりお風呂に入る 

久原 洋治 将棋を 10 連勝する 

倉川 隆継 来年も楽しく過ごす 

小林 康浩 もう少し仕事を頑張る 

小山 佳子 楽しく過ごす 

田島 由美 良い一年にする 

西嶋 隆彦 パソコンを頑張りたい 

濱川かおる アルミ缶を頑張る 
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福本 良成 笑顔いっぱいの年にする 

松井 理加 昔の願望を願って、 

バスや電車に乗れるよう

にする 

丸岡 眞弓 元気でリハビリを 

頑張りたい 

光田あきら 忘れ物を少なくする 

村尾 恵子 忘れ物がないように頑張

る 

森川 直美 いい女になる！！ 

森実久美子 元気で頑張る 

飯田 伸二 一日一日を大切にする 

中島 伸治 元気で頑張ります 

阪本 千鶴 整理整頓、出したものは

片づける!! 

浦田 朋佳 内面の女子力を上げて女

の子らしくなる♪ 

浅山眞由美 笑顔いっぱい 楽しい一

年にする 

藤井 里美 言葉遣いを優しく、笑顔

で過ごす 

中野 典子 日々前進で頑張ります！ 

柿谷 弘美 落ち着いて余裕をもって

行動する 

家志 賢蔵 健康に留意したい 

西川 生 一日一日を大切に認知症

予防に努めます 

 小学校を頑張る 

 伝に慣れる 

 楽しく保育所に行く 

田中 聖羅 寝過ごさない 

 楽しく踊る 

 みんなといっしょにたの

しく遊ぶ 

 体をいっぱい動かす 

堀 純平 頭をぶつけないように 

遊ぶ 

阿部 里音 怒らない 

井田 創太 あさはやくおきる 

出原 愛 お手伝いをがんばる 

伊東 和夫 人への力加減を覚える 

 DVD56 

小野 綾音 運動会に参加する 

  

 

 トイレに自分でいく 

岸本 雄太 色んなことに挑戦する 

見坂 宗道 お手伝いをだいかつやく 

 休まずに学校に通う 

佐藤 希 がっこううんどうかいガ

んばる 

高松 七海 まつ毛をのばす 

田中 杏 リハビリがんばる 

 CD を一曲全部聴く 

 勝手に一人で 

出ていかない 

 家でも 

自分の事は自分でする 

 ピアノをひけるようにな

りたい 

野瀬 瑞月 いっぱい食べる 

福水 元基 伝で楽しく遊ぶ 

藤澤亜利紗 自分のことは 

自分で決める 

藤澤 想 65 キロまでやせる 

藤田 悠希 人の話をきく 

松山 陽希 いっぱいお絵かきする 

 たのしい遊びを見つける 

三田麻衣子 心も体も元気に 

過ごしたい 



  想創奏 34号 

10 

 

宮田 浩章 よく笑うこと 

 いではらさんと 

あそびたい 

 高校入る！！ 

清水 実咲 20 歩歩く 

藤浦 樹 たくさん笑うこと 

向江 慶真 妹と仲良くする 

森 一晴 マラソン頑張る 

和田 直也 作業所に行って女の人と

ベタベタしない 

 高校に元気に通う 

井上 愛子 電車で寝過ごさない 

樋口 尚紀 整理整頓！ 

浅田 哲 平常心 

中山 訓行 健康で楽しく仕事をする 

上熊須 

 久美子 

自然体 

赤嶺 幸子 穏やかに 

しなやかにいきたい 

青石 幸子 健康に気をつける 

中村 英嗣 風邪をひかないようにガ

ンバります 

 

 

本部・だんだん 

荒川 輝男 今年こそは静かな年にな

りますように！ 

永海眞理子 ん～ がんばります 

梅沢 典子 整理整頓 

中原 健 今年もいい生活をおくる

こと 

喜多 賢博 心身ともに健やかに。 

中川 晴美 仕事はもちろんの事、ス

タッフの方の名前を早く

覚えるよう頑張ります。 

松本 明子 健康維持 

高津 和美 今年も 1年元気で 

頑張ります 

瀬川 誉朗 無事故・無違反 

 

 

 



  想創奏 34号 

－ 11 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  想創奏 34号 

－ 12 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  想創奏 34号 

－ 13 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。 

 

つむぎ館 

みなさんおめでとうございます。 

 

今年も昨年の理事長賞・MVP 賞以上の頑張りを期待します!! 

 

昨年受賞をのがした方々も、今年こそ受賞できるように頑張ってください!! 



  想創奏 34号 

－ 14 － 

 

社会福祉法人 丸紅基金様より、助成金が決定されました。 

 

平成 26 年度（第 40 回）丸紅基金社会福祉助成金として、150 万円の助成を受

け、畑たんプロジェクト用のクボタ トラクターを購入させていただきました。 

畑の耕運作業の効率化や作付面積の拡大に大いに活用できると期待しています。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  想創奏 34号 

－ 15 － 

 

 

 

 

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・一般寄付（平成 26年 04月 17 日～平成 27年 1月 27日にご支援いただいた方） 

池田 勉  石井敏一  井上幸一母  井上幸一  宇野達美 岡崎義昭 

河坂昌利  河本芙美子   国本光子    倉川晴子  高津和美  嶋本八千代   

高落敬子  竹中康豊  竹本伊津子  田島新吾・ひとみ    田島直人  

津田賢二  徳岡 信  徳岡 豊子  永島健一   鍋島康秀  西川 生   

西嶋喜久子 原田博明・文子  春木重光  春本静良  日比野清  大信土地建物㈱  

福村博子  藤野正之  水谷春美  宮内敦子  横川よし子  吉岡和子   

吉田 晋  吉信勝之 

 (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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビンの『僕の話を聞いて』のコーナー No.9 

賛助会にご協力お願いしますっ！ 

去年 1 年間はスタッフにおめでたい話がいっぱいあったんだ～ 

 赤ちゃんが生まれたり（僕は苦手だけど…） 

でも赤ちゃんが生まれたら、ママは赤ちゃんにつきっきりになっちゃうか

ら、お仕事を休まなきゃいけなくなる。大変だよねー….。 

赤ちゃんを保育所というところに、17 時ぐらいまで預かってもらって、昼間頑張っ

てお仕事しているママさんがいます。でも、赤ちゃんが熱を出した時はお迎えに行か

ないと行けないんだけど、ママさんは仕事で外出中… 

そんな時事務所にいるベテランママさんが代わりに迎えに行ったんだけど、自分のママ

じゃ無くて赤ちゃんは大泣き!! ママが帰ってくるまでみんな総出で赤ちゃんをなだ

めて泣き止んだんだと思ったら、ママが帰ってきてまた泣いちゃった‥ 

やっぱり自分のママさんが赤ちゃんにとっては 1 番なんだね 

やっぱりお母さんってすごいんだね!! 

 

 

 

 

 

 



  想創奏 34号 

－ 16 － 

2015年の発行が遅れまして申し訳ありません。お詫び申し上げます。 

ビンのお話にもありました通り、昨年はスタッフのおめでたい話がたくさんありました。 

新たに家庭を築く方や、新しい命を授かった方、本当におめでとうございます。これからが大変

ですが、頑張ってください。 

しかしこの仕事をしていると、おめでたい話だけではなく寂しい別れも経験します。 

出会いの分だけ別れも存在すると思います。 

それはまるでコインの表裏の様で、まさしく表裏一体なのかもしれません。 

ですから出会いというものを大切にして、これからも仕事に取り組んでいこうと思います。（編）  

（編） 

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・同行援護・移動支援  住所、連絡先は法人本部と同じ 

庵 生活介護 

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

げんげん 生活介護 

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

伝 児童発達支援・放課後等デイサービス 

      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 A 型・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 5-13-6（座座）                    Tel/Fax 06-4258-6013 

（複）大阪市城東区中央 1-6-29（Kawasemi）   Tel 06-6935-1111   Fax  06-6935-1911 

つむぎ館 就労継続支援 B 型 

大阪市城東区関目 1-14-21                          Tel/Fax 06-6933-7269 

今福事業所 就労移行支援・就労継続支援 B 型 

大阪市城東区今福南 1-2-24                   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 →（新）鴫野東 3-2-5             Tel/Fax  06-6965-1235 

然 短期入所施設 

      大阪市城東区中央 1-6-29-3F                           Tel/Fax  06-6965-5550 

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 

 

 


