
フェルマータ 珍聞 2019年春号

■ごあいさつ ～フェルマータ珍聞 春号に寄せて～

平成13年11月、高槻市富田町で「喫茶サロン」として誕生したフェルマータは18歳にな
りました。精神医療に携わっていた私たち有志は、地域で暮らし始めた当事者たちが何と
か社会に馴染めないかという想いを具体化させました。障がいの有無に関わらず、福祉制
度を使わない普通の喫茶店としてスタートしたのです。

長期の入院生活から解放されて念願の地域生活に移行したものの、安心して過ごせる所が
みつからない人、又は固有の課題により孤立した生活を余儀なくされている人達が主に集
うサロンでした。「こんな自分だけど、あそこに行けば何とかしてくれそう。いや何とか
なりそうや。」という雰囲気と環境を一番大切にしていました。

当初、常連客さんからは『ほっとする、ずっと居(お)っていいの？』『あの人、来るかな
あ？』と声をかけられたことを懐かしく思い出します。私たちもお店に居ると、つい時計
が止まったかのような錯覚に陥るほどゆったりとした時間が流れていきました。
初めは私たちに『どうしたら良いの？』という相談が多かったのですが、次第にメンバー
同士が『こうしたらええんや。』というやり取りに変わっていきました。

その後は、彼ら自身が自発的に『何か手伝わせて。皿洗いでもいいから。』と言い始める
人も出て、カウンターの中に入りだしたのです。サポーターとメンバーという形で始めた
のですが、徐々にピアサポーターが自然の流れで生まれました。

その中には、『僕、調理はできないけど、この店の活動新聞を作るよ。』と提案して自ら
実行する人も現れ、それが今の「フェルマータ珍聞」や「フェルマータのロゴマーク」に
つながります。この頃は支援者や当事者という関係というより「全員参加型」を意識し、
店内は絶えず明るい笑顔で前向きに話し合う雰囲気がそこにはありました。

和気あいあいだった反面、店舗家賃などの運営費はいつも苦しく、私たちとメンバー、関
係者からのカンパや賛助会員(会費)を出してもらっても足りない経営状況でした。皆の知
恵と工夫の結果、今につながる独自事業の「自立サポートセンター（個人契約で有料）」
から始めました。NPO法人取得後は「高槻市相談支援事業」「ホームヘルプ事業」「グ
ループホーム」等々と展開していきました。(後の三事業は順次廃止)
現在「訪問看護事業エチュード」と「就労継続支援事業なちゅら」は残っていますが、厚
労省委託の「地域若者サポートステーション事業」はこの3月末で廃止しました。

どうしてこんなに様々な事業を立ち上げては廃止したかと思われるでしょう。
その答えを簡単にいうと、①社会の急激な変化 ②制度変更等に伴う煩雑さと縛り が挙
げられ、その結果として経営難、又は運営費(お金)と人材不足によるところが大きかった
と考えています。又、先述した「大切にしていた事柄」が余裕を持てなくなり、徐々に希
薄となっていきました。

次のページに続きます→



そこで2019年度、元号が「令和」となる今年度は、設立当初の初心に帰ろうと考えてい
ます。ここまで続けられてきたのは「人のつながり」の他ないのですが、NPO法人の原点
でもある当事者とそのご家族、関係者様、更には地域住民さんも参加して頂き、より地域
社会と当事者のニーズに寄り添った運営を心掛けようと思っています。

最後にフェルマータの近況を報告させて下さい。
当法人のグループであるフェルマータメンタルクリニックのデイケア「ういーど」が、今
年2月に精神障がい者スポーツ大会大阪府大会（ソフトバレーボール部門）で2年連続優勝
しました。ちなみに昨年は近畿大会も優勝し、全国大会(国体)に初出場してベスト４とい
う偉業を達成しました。今年もそれ以上の結果を目指して練習に励んでいます。『すごい
ですねぇ。特に団体スポーツって良いですねぇ。汗をかき、人との絆が生れるんですよ
ね。』

「なちゅら」では高槻市役所での弁当販売が３月から始まり、蜂蜜・ハーブティーが高槻
市のふるさと納税の返礼品として選定されます。職員やメンバーに「やる気と元気」が湧
いてきました。『協同作業も良いんですよ。生産から加工、販売までして、しかも結果が
出ると。』

このように明るい兆しに後押しされ、当法人の特長である「オリジナリティー」を活かし
た事業運営を進めていきますので、今以上の関心を持っていただき、賛同して頂けること
を願っています。これからも宜しくお願いいたします。

NPO法人フェルマータ 理事長 原 敏

この度、NPO法人フェルマータの事務長を拝命しました川原です。

フェルマータの創設は2001年で、近く20周年を迎える組織ですが、設立の経緯は退院と
地域移行支援を積極的に展開してきた光愛病院のPSWや看護師達が、当時の高槻地域生
活支援センター（現オアシス）や高槻援護寮（現けあほーむはばたき）の創設に献身し、
その後医療機関、企業、個人からの寄付金等の協力を得て立ち上げた法人です。

私の記憶にあるフェルマータは、開設当初から医療モデルとは一線を画し、当事者視点を
持った先駆的な地域展開を進めており、病院のPSWとして身を置いていた自分はフェル
マータのスタッフを医療の呪縛から解放された集団のように感じ、羨望と同時に異端の徒
を見るような目で見ていたように思います。

約１５年の年月を経て、当法人の設立者である原理事長のお誘いにより、久しぶりに北摂
（高槻）の地に戻り、地域生活を送っておられる方や家族の方々への支援に向け、微力で
すが何らかの応援ができればと思っています。

最近思うことでは、障害者総合支援法の制定から早くも５年余り、障害者ケアマネジメン
トは徐々に現場に浸透し、個別支援計画の策定は特別なものではなく、福祉専門職の一般
的なツールとして広く定着してきているように感じています。

就任のご挨拶 ／ 事務長 川原 稔



“なちゅらのお弁当”高槻市役所で販売開始！

3月から、なちゅらの新しい事業が始まりました！毎週木曜日、高槻市役所
で“なちゅらのお弁当”をお買い求めいただけます。
メニュー会議、買出し、仕込み、盛り付けなど調理師さんを中心にメンバー、
スタッフが一丸となって取り組んでいます。販売から数分間で完売する日
も！みなさま、ぜひお召し上がりください。

20～30年前、その当時の時代を色濃く反映していた病院中心の「地域福祉」は、今日で
は社会福祉法人やNPO法人立の事業所が徐々に力をつけてくるなか、就労系から訓練系や
入所系の事業所が増えており、そこで働く医療系職種（看護師や精神保健福祉士）の他に
も、介護系の専門職等の活躍が大きく影響しているように思います。

個人的なことでは、昨年の１１月に６５歳となり、 新たな自分への挑戦として、残され
た人生は地域の中で、フェルマータ（イタリア語で「停留所」）と共に、ポレポレ（スワ
ヒリ語で「ゆっくりと」）と歩みながら、皆さまとは末永くお付き合いしたいと思います
ので、今後とも応援よろしくお願いします。

就労継続支援Ｂ型事業所 なちゅら

ボリューム満点！元気チャージ！
メニューが重ならないように工夫し
ています。

盛り付けも料理の大事な要素のひとつ。
「みなさん、日に日に盛り付けが上手
になっています。」と調理師さん。

販売の様子。お昼休みが始まると同
時にお客様でいっぱいに！看板や
ポップもメンバーで考えています。

【お弁当はココで！】
◆高槻市役所 食堂 11時30分ごろ～12時45分（無くなり次第終了）
◆お弁当各種 500円
◆11時台にお越しいただくと、ゆっくりお買い求めできます。

メンバーさん、教えて！
「お弁当販売の感想」

調理プログラム、スタート！
「料理上手になりたい」「自活に向
けて力をつけたい」など、それぞれ
の目標の実現に向けてチャレンジし
ています。

栄養バランスを考えた献立作りから調
理実習の実践まで。料理は奥が深い！



2019.1.22
店舗見学（もんあ
たっしぇさん）

2019.2.16
もちつき大会

2019.4.1
お花見（るーちぇ
＆なちゅら合同）

2019.2.24
これからの介護・福
祉の仕事を考えるデ
ザインスクール＠あ
べのハルカス

帝塚山にある「食パン専門店 もんあたっしぇ」さんへお伺いし
ました。美味しいパンに一同舌鼓！パン作りのあれこれや、ク
リームはちみつのご感想をお聞きしました。

なちゅらTIMELINE

2019.3~
「調理プログラム」
開始

2019.3.7~
“なちゅらのお弁当”
販売開始＠高槻市役
所

2019.2.1～2
節分
（豆まき、恵方巻）

2019.4.2
「たかつき○まる
しぇ」出店

メンバー手作りの「豆」で鬼は外～！福はうち～～！
土曜日開所では、みんなで恵方巻を作りました。

エチュード＆なちゅら合同企画。「もちつき」は見かけよりも
実は重労働！たくさん搗（つ）いて、たくさん食べました！参
加者一同福々しい気分に。

クリニックのデイケア「るーちぇ」と「なちゅら」でお花見に行
きました。新元号発表の日という事もあり、盛り上がりました。



「特定非営利活動法人ホッと」さんが運営する吹田市にある
とっても素敵な雑貨屋さん。グループ内の作業所で製作された
素晴らしいアート作品が並ぶ店内。お店のコンセプトである
「手作り雑貨×おもしろいこと」を体現したアイテムに魅了さ
れること間違いなし。ぜひ足を運んでいただきたいです！

《ワークショップ》
オリジナルハーブティー作り

平成３０年度厚生労働省補助事業

これからの介護・福祉の仕事を考えるデザインスクールに参加！

「介護・福祉のこれからって何だろう？」その答えを探すために、コミュニ
ティデザイナーの山崎亮さんの指導で全国８ブロック、計400名の介護・福
祉関係者、学生、デザイナー、エンジニア等がアイディアを出し合って形に
していく厚労省のプロジェクトにフェルマータも参加させていただきました。

ハーブティー作りをお客様と一緒に。
メンバーさん、初対面の方にも一生懸命
丁寧に説明をして下さいました。

はちみつ・ハーブティー・
雑貨の販売も。
この日はあべのハルカスの
各所でデザインスクールに
参加した事業所の出店がズ
ラリ。関西一円の事業所が
集まって、それぞれの取り
組みを発表されていました。
出店をきっかけに、お隣で
販売されていた「ＦＵＹＵ
ＮＩＲＥ」さんとのご縁も
生まれました！

FUYUNIRE(フユニレ）さん

◆吹田市片山町４丁目２－８（JR吹田駅から徒歩10分程度）
℡ 090-3862-2970（11時～19時、火曜定休）

《開催決定》
FUYUNIRE×なちゅら

“はちみつ＆ハーブティー
のワークショップ”

5月3日（金）12時～
FUYUNIREさんでハチミツ
を使った簡単クッキングを
します。お問合せはフェル
マータまで。

山崎 亮
㈱studio-L代表取締役
／社会福祉士

地域の課題を地域に住
む人たちが解決するた
めのコミュニティデザ
インに携わる。TBS
「情熱大陸」にも出演
し、国内外で活躍して
いる。



30年間続いた平成の時代が終わり、｢令和｣という新しい元号と伴に、新たな挑戦を開始
しようとしている方々も多いのではないでしょうか。
私の勤務する｢なちゅら｣（就労継続支援Ｂ型）では新しい取り組みとして市役所でのお弁
当販売がこの３月から始まりました。

私自身の新しい出来事といえば、今年の2月中旬から毎週火・水曜日にＮＰＯ法人フェル
マータグループの医療法人フェルマータ・メンタルクリニックへ研修に行かせていただい
ています。
福祉のことも半人前ですが、医療はもっと不勉強な私にこのような機会を与えてくださっ
た方々に感謝しながら日々を過ごしています。

フェルマータ・メンタルクリニックでは、｢るーちぇ｣と｢うぃーど｣の2種類のデイケアを
運営していますが、そのどちらにも関わらせていただいています。
前者は、どちらかというと若年の利用者さんが多く、将来的に就労を目指すなどステップ
アップ型のデイケアです。
｢うぃーど｣は、生活支援型という表現が正しいのか分かりませんが「居場所」を求めて来
られている利用者さんが多いように思います。

どちらにも共通しているのは、毎日多彩なプログラムが用意されており、利用者さんは、
その内容に応じて自由に2つのデイケアを利用されています。
前述したように、私は医療分野が未経験ですが2種類のデイケアがあり、利用者さんがご
自分の興味や適性にあわせて参加できるのは効果的ですし、私自身の研鑽にも、とても勉
強になっています。

PSWの戯言（たわごと）③／ 島田 信宏（なちゅら職員）

「たかつき○まるしぇ」に出店しました！
世界自閉症啓発デーと発達障がい啓発週間にあわせて高槻市総合センターで
初開催された「たかつき○まるしぇ」になちゅらも参加させていただきまし
た。メンバーさんの接客のおかげで、はちみつがほぼ完売！たくさんの方に
知っていただく機会になりました。

元気の良い「いらしゃ
いませ～」の声かけに
足を止めて下さった方
には、すかさずクリー
ムはちみつを試食して
いただくというナイス
コンビネーション！！
お客様の目線を意識し
て、どうしたらもっと
良い接客になるのかと
工夫して下さっている
場面がたくさんありま
した。



医療法人 フェルマータ・メンタルクリニック

～デイケア通信～

桜が散りゆき、新芽が顔を出し始めた今日、過ごしやすい気候となってきました。デ
イケアでは茨木市の山手にある農地や畑でお米や野菜を育てる活動を以前から行って
います。
収穫したお米や野菜を料理プログラムで使用し、自分たちで育てた野菜を食べること
で食の有難みを実感しています。また、食べ物だけに限らず、育てることの嬉しさや
楽しさまでも味わうことができています。

私はこのプログラムを担当するまで野菜作りの経験はほとんどありませんでした。い
ざ、取り組んでみると気候や土の性質、育てるタイミングなどにも大きく影響し、育
てていく為には繊細さと根気強さが必要なことを日々学び、感じさせられています。
また管理も大変で、草刈りや動物対策も必須です。山には色んな鳥や動物がいます。
その動物たちも生きる為に必死で闘っています。人も生きるために色んな工夫をして
育てた野菜を守っています。昨年は動物被害が多く、収穫が減少しました。育ててき
た野菜が被害を被ったときはすごく悔しい思いになりました。今年こそはたくさんの
美味しい野菜を作ろうと色んな対策を考えています。
自然豊かな環境の中で土を触り、汗を流し、美味しい空気を吸うことができ、リラッ
クスできる素晴らしい時間を過ごすことができています。移りゆく季節の変化も実感
できます。また、農家さんとの関わりもあり、先人たちが培ってきた生きていく知恵
を垣間見ることもできます。

自然と触れ合う機会が減少し、必要な物が手に入りやすく、当たり前にある生活環境
の中で、少し離れて今の生活を振り返り、豊かな生活ができているということを改め
て知る機会にもつながっていると感じています。

フェルマータ・メンタルクリニック 原 孝紀

畑を荒らしたイノシシ 野生のキジ

週2日のデイケア勤務で思うことは、｢〇〇さんは、デイケアだけではもったいない
なぁ。“なちゅら”で可能性を広げて欲しいなぁ｣などとつい考えてしまいます。
また、フェルマータの自立サポートマンションに住んでいるひきこもりがちの利用者
さんにデイケアの体験をしていただき、将来通うことができないかと考えてしまうこ
とも多々あります。

このように、福祉と医療が連携しやすいのがＮＰＯ法人フェルマータの特徴なのです。



編集・発行元 特定非営利活動法人 フェルマータ
〒569-0811 大阪府高槻市東五百住町１－３８－１３
TEL : 072-661-7019 FAX:072-661-7029
Mail：info@npo-fermata.com
ホームページ https://www.npo-fermata.com
Facebook https://www.facebook.com/npo.natura/

ＮＰＯ法人フェルマータ「なちゅら」のfacebookも絶賛更新中！
毎日の活動の様子をご覧いただけます。みなさまの「いいね！」お待ちしております。

“三島地域若者サポートステーション” 移転のお知らせ

三島地域若者サポートステーションはH31年４月１日から事業母体がかわり、それに
伴い、場所をJR高槻駅前に移転いたします。
長い間、フェルマータでサポステ事業を運営しておりましたが、4月からは現在のス
タッフが新たに場所を変えて引き続き、若者の就労支援に関わっていきます。
長い間有難うございました。

ﾒｶﾞﾈｽｰﾊﾟｰ

塚本商店

住 所：大阪府高槻市高槻町4-17
名 称：社会福祉法人 花の会
三島地域若者サポートステーション
電 話：050-3491-9092(暫定)
e-mail：
saposute-mishima@hananokai.info

高槻市のふるさと納税返礼品に選定！

「クリームはちみつ」「オリジナルハーブ
ティー」が高槻市のふるさと納税返礼品に選定
されました。ふるさと納税サイト「ふるさと
チョイス」へは5月以降に掲載される予定です。
さらに！
皆様からのご要望にお応えして「ご贈答用セッ
ト」がついに完成。メンバー手作りの化粧箱に
お詰めしてお届けいたします。お中元、お歳暮
など様々なシーンでぜひご利用ください♪

【ふるさとチョイス】
https://www.furusato-tax.jp/city/product/27207

「クリームはちみつ」「オリジナルハーブティー」


