
平成19年 3月 15日発行

(第 4号 )

特定非営利活動法人

搬 夢んなて島丘 だより

～潮風に未せて～

千戌 18年 7月 1日 、ここ泉月1は泉人津市に「ワークさつ
き」が梃生 して子や8ヶ 月が径邊 しました。
当初 30人の定員を10月 1日 には40人に変更 し、現在

は42人の方と契約 しています。
主な事業としては、①五所長産施設と②地域移行え掟セン

ター「さざなみ」が行 うGH・ CHの理学事業③障害者4El談

え掟事業 (泉人津市・恙岡町)に加えて、④重症ぬ身障害児
(/―

‐
4)・ 近園事業 (B型 )、 ⑤先殉切ハげ升事業 (シ ョー トス

テイ)を 実施 しています。
「ワークさつき」では、オ1用 者の様態に應 じ生活介護型と

作業型のグループに分け、ロヤ活動え抜を行っています。
作業は、 3箇所の事業所と契約 し、洗濯ばさみやハンガー

のセット作業などの軽作業をヤ心に行っていますが、白主製
品として手工芸品や陶芸 も行っています。

20・ 30歳代のオ1月 オ も多く、生産性 も高いことから事
業所からも高い評価 を得ていますし、オ1月 /-4の 皆さんの近所
率 も高く、とても仕事れむで地域就労を目指すなど活気があ
ります。
夕暮れ時、汽笛の者や潮風に海を近メ に感じながら「ワー

クさつき」の一歩一歩を亥1ん でいきたいと思います。
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事業報告

財産管理事業は3月 末で半期の保有額の報告を行 う予定です
施設より地域生活へ移行される方が増えて、地域での財産

管理の依頼が増えそうです。
地域の皆さんのえ掟をより多く取 り扱えるように金銭管理

事務体411も 再検討の時期を4え ております。
ご意几やご妥笙がありましたら事務局までお願いします。

特集のページをご覧下さい

タケプ(〃夢業よ″

18年度活動状況

千戌 18年
千戌 17年
千戌 19年

19年度活動予定
・機関紙の発行 (季刊)

・パソコン勉強会の実施

コロニーまつ りに参か

機関′民 (3号 )を 発イ子
「ひろとん」に参か

(随時)
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1、 事務局の各業務の担当者は次の重 りです。
財産管理事業・QOL事業→高谷事務局員
戌年後几事業 。第ニオ評価事業→江口事務局員
まちづ くり事業→江口事務局員、高谷事務局員

2、 くすのき春全銭管理保管者の竹村和代さんがこ我され、後任に二島和美
さんが就かれることになりました。

″

″θ二事業よ〃
これまで「おおさか福社二助会」関係の事務処理等につ き

ましては、金岡1コ ロニー保護者・春連絡協議会の委託業務 と

して 「NPOか んなびのユ」が代行 してまいりましたが、
千戌 19年 4月 1日 からは「おおさか福社二助会」金同]コ ロ
ニーえ部 とし、当法人 「NPOか んなびの丘」のQOL事 業
として責任 をもって業務 を遂行 していきます。

"綱
罵歩″

1、 戌年後几牛1度 ワークショップ参/J・ /-4希 室オを慕っています。
(参か/-4希笙者の人数がほぼ15名 に逹した時点で日程を調整し

開催 したいと思います)

2、 大阪家庭裁ナ1所界え部の使宜で、コロニーのオ1用 者の春さんが
戌年後几牛1皮集団ヤし立てができるようになりました。

当法人がヤしヽ み の窓口になリオJ用 者全員に後几人が4任 さ
れ、人権が守られることを目指して取 り組みます。
詳 しくは別気に掲載していまり。

箱       ″

ヽ



かんどナどのせ〃〆クι
磁 麦ナーどズ〃三〃宇乃鬱事響野

かん NPOか んなびの丘が「第ニオ
評価」という事業を始めたって閻
いたけど…。

ナビ そうなんだ。 「財産管理」や
「QOL向 上]に 続 く、事業 “第3弾 "

だよ。
かん そうか、で、どんな事業なんだ?
ナビ 7年前の介護保険から福社サービスのいくつかが契約牛1度 に変わっ

たのは無ってるよね。オJ用 者がサービスを4べ るようになった。
だけど、各々の施設がどんなところかが分からないと、こんだり
決めたりできないしね。オJ用 者が施設 を4ぶ ときの材料が欲 しい。
それもレヒ較できる情報のほうがいい。それで、一つの基準で「質」
を,貝1っ てそれを代表すればいいというバ、うに考えられたわけだ。

かん それで、全部の施設がそれをやってるの ?
ナビ いや、まだ義務化 されていないからね。東京なんかでは、介護保

険施設で子 くから株 り入れて、ランク付けのようなこともしてい
るらしいけど。

かん それじゃぁ、意木ないじゃん。義務にしないと施設は積極的にし
ないだろう?

ナビ でもね、施設狽1も メリットがあるんだよ。自分とこのPRに なる
し、サービスの質について考えていくときに、どの部分が足 りな
いのかはっきりするんで焦点を淡って友喜 していけるから。
ボツボツだけど、え客 鮮淘師を受けることをこう言うんだ)す る
施設は増えているよ。ただ、ちょっとお金がかかるけどねぇ。

かん そうかぁ、お金のことは後で閾 くけど、 畔穆価」は、詐がどんな
ガ、うにしてするの ?

ナビ 評価するのは、組織の管理や福社の仕事の経験があって一定の研
修 を受け「調査員」として信に認められた人。
評価事業をするためには、数人は調査員を置いて、事業者 として
都道府県から認証 してもらわないといけないんだ。

かん それで、かんなびの丘は?
ナビ 17・ 18年度の春戌研修 をえけた調査員が4人いるよ。燿1に お伝い

をしてもらえる方も2人。で、めでたく昨年12月 6日 に事業者とし
て認証 されたというヮケ。

かん そりゃぁ、オメデ トウ | で、具体的な評価のやリガは?
ナビ 依頼があると、複数の調査員がその施設に出かけて、標準的なチ

ェックリス トにしたがって評価 していくんだけど、
それだけじゃなくて、前 もって書類なんかで4El当 な下準備 が必要
なんだよ。それに、単にチェックするだけじゃなくて、it_初 なF/t

言なんかをしてあげることもあるのさ。
かん そりゃぁ、詐かれなしにできることじゃあないよね。それで認証

えけている事業所っていうのは、大阪でどのくらいあるの ?
ナビ 40ヶ 所近 くあるっていううに開いているけど。ただね、高蛉オ

と児童、そして、かんなびの丘の場合は「障害オ分野」なんだけ
ど、専閂って言 うか、 3つ の分野に分かれててね。やっばり高給
オ分野が多いらしいけど。
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かん えける施設がまだ夕な`くて、事業者がたくさんある」…となったら、
競争が激 しい?

ナビ かなり、営業活動をしないとね (笑)そ れに、2年 間、実績ゼロだ
と、氣証カラこり消されることもあるそうで…。

かん そりゃぁタイヘンだ。彙後に、 お金のこと閻いていい?
ナビ ああ、統一料金なんかはないんで、事業者によってそれぞれ料金

友をもってるよ。
施設の規模や評価の濃 さみたいなものによって変えているみたい
だけど、だいたい、40万から50万 円くらいが平均かな。かんなび
の丘は′1サを僕で20万からだけど。

かん そっかぁ、だいたい分かった…。また、いろいろ閾かしてね。
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今口初めてのパソコン講座です。まず 1ロ ロは作成 した夫章や年
賀状 を作るときに自分の気に入ったイラス トを入れたいと思いませ
んか !|

この、イラス ト集の優れものが 「クリップアー トファク トリニ」
です (こ の機関紙のイラス トにも採用 しています)

なんと7590の 合柄が1え容 されています。
このソフ トは無料ですので、料金はインターネットの接続料金の

みです。
オ1用 方法は、まず下のURLに アクセス し、 「お気に入 り」に入

れておくとたいでしょっ。
気に入らた合柄 を4び、それをマイドキ三メントやデスク

の専用のフォルダに保存 します。 (図 柄の保存方法等はソフ
に説明わヾあります)

保存した合柄はワードやエクセル上の「図をファイルから挿入」
のアイコンをクリックして公柄を嗜び出し夫言等に貼り付けます。
ぜひ、あなたな自の夫章のイラストや年賀状にタヒ戦 してみて下さ

い ||
U`RL:http://www.printout.jp/clipart/
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交流の場

″氏ム`メ活動ズ孝″/ノ /講座ノご
ノご″ ιJι /_―

富EE7林市の市民会館で、去 る1月 18日 と21日 の両国の午後、市民グ益活

動スキルアップ講座が行われましたが、NPOか んなびの丘から、二名の理事

が 18日 の講座に参か しましたので、簡単に報告いたします。

1.講座の机姜

第一部 :活動 を上手に伝 えるには

一いろいろな広報のや りかた一

*市 民活動団体が使 える色々なメディア 除 報 。パ ンフレッ ト・チラ

シ・ポスター・WEB(ホ ームページ)・ ビデオ・ イベント・マス

コミ・メール・ファックス・広報業・タウン鑢]な どの特性 と使 う

時の留意点の説明がありました

*どのメディアをイえうかとい うことも大切 ですが、 どれをイえうにして

も「私 (の 所属 している市民団体)は一体何者 なのか ?」 「私 (の

所属 している市民団体)は 4・Tを したいのか ?」 「詐 にその情報 を伝

えたいのか ?」 を、まず明確 にすることが大切であることが強調 さ

れていました。

第二部 :広報のスキルアップ

*チ ラシ作成の留意点の説明がありました。
。「几てもらえること」
。「手に してもらえること」
。「 (イ ベントなら)未て くれること)」 、

「 ←籍員勧誘 なら)参か して くれること」

第二部 :参か市民団体が持参 した"広報 "の評価

*参か者が 5つ のグルTプ に分かれ、それぞれのグループが 「日に付

いたチラシを4び、たい点・皮喜点を話 し合いその後グループ発表

しました。

2.講座 を受けての感想

*ホ ームページや広報鑢 などの作成では、何のために 。詐 に向かって情報

を出そうとしているかを明確 にすること。

そして、 自分の ホームページや広報気 などを他人の日で几てもらうこと

の人物 さを学びました。

*自 分の団体のミッション (活動 目的)を 逹戌するには、色々な異なった

団体 と意几を史換することで、市民として、生活者 として共通の課題 を

もっていることにまず気づ く必要があるように思いました。
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3月 7日現在の会員数

正会員
賛助会員

78名
25,名や さしい用語の解説 コーナー

今回は( ISO(ア イ 。エス 。オニ
)に ついて解説 します。

春さん ISO取得××××という名前 を開いたリエ場などで日にされたことがあ
り ますか ? I S(Dと は( I nternational(Drganization for S tandardizationの 喀ラ称で
国際標準イと機構のことです。
規格には、社内規格→団体規格→国家規格 (日 本では」IS規格が代表的なもので

す)→地域規格→そして国際規格(ISO)と なっています。
工業化による大量生産や世界貿易の拡大に伴い、国際標準化が系姜になり194

7年 に ISOが梃生 し日本は1952年 にか盟 しています。
国際標準イとによって、生活がよリシンプルになる、商品やサ

=ビ
スの信頼性や有

効性が増すというオ1点 があります。
ISOは 「世界の各国間の科学、技術、経済などの分野での協力を分晨 させるため

に、工業製品の国際的な標準化・規格イと」を目的として事務局をジュネープに三 き
2004年 12月 現在 153カ 国が参か し活動 しています。

例 えば、日本では使 えても外国では使 えない (そ のこ も)と 不使なものですね !

このため「もの」について ISO規格で統一 しており、例 としてはネジの形状
(ISOネ ジ)・ フィルムの感度 (I S 0100や I S 0400な ど)・ クレジットカー
ド (大 きさ。厚みを統一)・ 紙の大 きさ (A4・ B4等 )・ 非常ロマータ (日 本が
提策 し世界統一)等 多数あります。

また、 ISOシ リーズとして大 きくは次
I S 0 9000シ リーズ 。・・品質の管理・
I S 014000シ リーズ・・・環境 (`民 ・ゴ

規格です。
ISOを 取得するには、客査登録牛1度 に

関)に よる厳 しい客査をうける必要があり
がリーダシップをとる羹姜があります。
ですから、 ISO取 得×× ××という会 ,

に取 り′曇んでいる会社 ということが分かり
2001年 秋から"I S 026000シ リーズ"が新たに検討 されています。

企業・行政・NPOを 閂わず、組織が呆たすべき社会的責任のガイダンス規格で、
2009年 の発効予定です。

なお、この規格では社会的貴任には環境、人権、労働慣行、組織筑治、グエな
事業活動、コミュニティ参画・社会開発、消費者課題の 7つ の姜索が合まれるこ
とになっています。

特定非営利活動法人 NPOか んなびの丘
(連絡先)             、
〒584-0054
大阪府富田林市大字甘南備 216番 地
(大阪府立金剛 コロニー内)

電  話 :0721-35-0721
フアックス :0721-35-0721
メール :kannabi@peach.plala.ore
ホームページl http://kannabi.jp
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