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フェルマータ珍聞
ご
あ
い
さ
つ
～ フ ェ ル マ ー タ 珍 聞 に 寄 せ て ～

昨年12月4日（土）、フェルマータは20周
年記念の祝祭イベントを高槻市安満遺跡公
園において開催する事が出来ました。新型
コロナウイルス感染が続く中、感染対策を
徹底した上での開催でしたが、関係者をは
じめ繋がった団体(約30の出店)の協力によ
り大盛況で終える事が出来ました。

2022年水無月

私たちは、就労を通した支援を提供してい
ますが、一方では利用者さんたちも就労を
通して社会参加を目指して頑張っています。
当然、地域で暮らしているのですから、私
たち以外の家族さんや関係者、住民の方々
も含めて、「知り合い、繋がる機会(場)」
になれたらという思いを込めました。

毎年恒例になっている「フェルマータ祭」
でしたが、今回は20周年の節目ということ
もあり、高槻市内で障がい者就労支援をし
ている古くからの仲間を誘い実施しました。

まだ一回だけの開催ではあるのですが、イ
ベントや毎月の会議に参加した人たちは、
新しく知り合えた人もいれば再会した人も
沢山おられ、新鮮な空気や良い刺激が得れ
たように思います。

富田エリアには、私たちと同じく精神科病
院で働いた後に地域に出て実践している仲
間が多く、数年前より『協働』など将来的
なビジョンを話し合う場を模索していまし
た。事業所に通所される殆どの利用者さん
と同じく、医療と地域生活を経験した私た
ちは、より深く病気や障がい等の理解や課
題と共に事業所運営の在り方なども含めて
話し合っていきました。

振り返ると、フェルマータは今年21年目を
迎えるのですが、記念誌にも書かせて頂い
たように、創設以前も含めて、「人の繋が
りや支えがあっての今」があると実感して
います。勿論、目の前に何らかの課題を抱
えた方々(利用者)がいてくれたからこそ成
りたち、求める一人一人のニーズに対して
理解し寄り添い、できる限りの支援(関わ
る)ということを仕事にさせて頂いています。

そして昨年、『(仮称)高槻ハートネット会
議』(現在6団体で構成)が誕生したのです。
先ずは具体的な共同イベントとして、昨年
末の第一回「ハートフェスタ」の開催へと
繋がりました。

今後も自己本位的な考え方に陥らないよう、
そして視野を広げて冷静な判断と対応をす
るため、他の人(団体)と繋がり協働してい
くことで、一歩ずつ明るい未来へと繋がる
と確信しています。

このイベントの目的としては、「知り合お
う！」から始まり、その結果「繋がろ
う！」と考えていました。

NPO法人フェルマータ
理事長 原 敏

第1回

ハートフルフェスティバル

訪問看護ステーション

エチュード

就労継続支援B型

なちゅら

フェルマータ・メンタルクリニック

デイケア るーちぇ

フェルマータ・メンタルクリニック

デイケア野球部

フェルマータ・メンタルクリニック

デイケア うぃーど

i n

安 満 遺 跡 公 園

開 催 ！

2021年12月4日。第1回ハートフルフェスティバルが安満遺跡公園サンスター広場（高槻市）で開催され
ました。晴天の中、たくさんの皆様にご来場いただきました。なんと出店総数38店舗！魅力あふれるス
テージ！はにたんも登場！とボリューム満点、ワクワクいっぱいの１日になりました。

主催高槻ハートネット会議
高槻の精神保健福祉に携わる就労支援事業所を中心
にゆるやかなコミュニティを結成。「障がいの“あ
る、なし”にかかわらず、お互いに知り合って楽し
い時間を過ごして欲しい」という熱い思いが今回の
イベント立ち上げの原動力になっています！
ワークショップWith（社会福祉法人With）
カフェコモンズ（NPO法人日本スローワーク協会）
芥川事業所（社会福祉法人 明星福祉会）
やまと茶房（一般社団法人やまとかい）
fLION（株式会社RecoRo）
NPO法人フェルマータ

「FUYUNIRE」
手作り雑貨

「前村食品」
鳥飼なす加工品

「ビーワンエステなごみ」
石鹸

「OiL in Style」
アマニ油

「ハーブカフェSORA」

「べじたぶるプロ」
オーガニック野菜

「プロスパー」
シフォンケーキ

「からふるカフェ」
マフィン

「村上メリヤス」

「富田健康を守る会」
バザー

オーガニックコットン

フェルマータがいつもお世話になっているみなさま！はじめましての
出店者さま！大阪ぐりぐりマルシェなど数々のイベントを企画・運営
されている中川美陽子さん（空庭／六次産業化プランナー／農福連携
支援アドバイザー）のご縁つなぎで、農家さん、雑貨屋さん、お菓子
屋さん、布屋さんなど、医療・福祉の垣根を越えたハートフル＆グッ
ドグリーンなつながりが実現しました！

焼菓子とハーブティー

六次産業化プランナー
中川美陽子（空庭）さん

キ ラ リ

岡 信男さん

ステージショー

徳井 由美子さん

なちゅら

やまと房

やまと茶房

るーちぇ

うぃーど

るーちぇ

うぃーど

ご 参 加 下 さ っ た み な さ ま
あ り が と う ご ざ い ま し た ♡

開催予定
第２回

は に た ん
登 場 ！

ハートフルフェスティバル
2022年11月12（土）
＠安満遺跡公園
乞うご期待！！

フェルマータ自立サポートセンター ／ 責任者 川原 稔
「自立サポートセンターの
2021年を振り返る」
フェルマータ自立サポートセンターは、障害
者総合支援法による施設運営ではないため支払
基金等からのサービス報酬は受けていない。設
立から20年を経た現在も、その当時のサポート
料（会費制）のまま値上げは実施せずに運営し
ているのだが、「生活保護費がさして増えてい
ないのだから、会費は上げられないだろう。」
というのが理事会（経営陣）の考えでもあり、
今もそのようになっている。
私も理事の一人だが、自立サポートセンター
の責任者兼スタッフとして仕事をするようにな
り1年が過ぎた。前任者の突然の退職や責任者
の異動により自分が任される形となったが、
あっという間の1年であった。定期的な面接や
訪問を繰り返してきたが、利用者の望む実際的
な支援と福祉に結びついているのか、自問自答
しながらの毎日が続いている。
この1年間の運営の目玉としては、新規事業
で精神科病院や入所施設からの地域移行（退院
支援）、地域定着（自立支援）を推進するため
に「体験宿泊室」を開設した。1年を通してコ
ロナウィルスが猛威を振るう中、毎月数人の見
学者が訪れ、一人暮らし体験を何度かしてもら

体

験

宿

泊

うことでコーポへの入居につなぐことができて
いる。地域社会との橋渡しにこの事業が役立て
れば嬉しい限りである。今後も本人や家族に安
心できる生活環境、地域づくりを目指していき
たい。

「時」
COVID19が世界各地で猛威を振るう中、大
国ロシアがウクライナを侵略し、あろうことか
学校や病院等の施設を砲撃し、無防備の子供や
老人、病者を無差別に殺害したというニュース
が飛び込んできた。予想だにしなかったことが
現実に起きたことで全世界を震撼させている。
戦争という歴史は過去何度も繰り返され、世
界各国で多くの血が流れ、多くの人命を犠牲に
してきた。そのたびごとに私たちは戦争という
悲劇を忘れようとし、また忘れまいとして脳裏
に焼き付けながら平和の尊さを実感してきた。
私たち人類にとっての「時」とはいったい何
なのか。「as time is goes by（時代は移り変わ
るもの）」という歴史観は世界共通のもので、
人類は立ち止まることをしない。だが、戦争は
「時」に逆行し、文化や文明を破壊し、民衆を
殺戮するという現実を生むことになる。人類は
懲りているはずなのに戦争という黒い「時」を
繰り返している。

の

ご

案

内

フェルマータは自立生活（一人暮らし）を応援します！

◆病院や施設、家族から離れての1人暮らし、ちゃんと出来るか不安がいっぱい・・・。
◆1人暮らしを始めたいけど、どんな支援やサービス受けられるのかよく分からない・・・。
◆実際に住んで実感したい！
みなさまからのご要望を受け、ひとり暮らしを実際に体験していただけるようにしています。
調理等も可能です。お気軽にお問合せください。
【宿泊費】1泊2日
2,500円（シーツ類貸出無し）
3,100円（シーツ類貸出有り）
【食事代】
お食事ご注文の場合
朝食 320円
昼食 530円
夕食 630円

【設備】
冷蔵庫、洗濯機、IH調理器、電子レンジ
折り畳みベッド
＊洗濯洗剤、化粧品類などアメニティ類は、
常備しておりません。ご自身でご用意ください。

【お問合せ】フェルマータ自立サポートセンター
担当：川原、島田

ファーマーズマル
シェinくずはモール
毎月第３日曜日
“地元の農家さんや食
品生産者さんとお客
様がつながるマル
シェ”がコンセプト！
はちみつ等販売して
います。新鮮なお野
菜、果物、お菓子、
雑貨と楽しい商品が
目白押し。ぜひお立
ち寄りください！

フェルマータ

TIMELINE
2021年
2月

ぜんざい

4月

今年も「鬼は外～福はうち～」の掛け声で福を招き入れます！行事を通し
て季節の移ろいを実感できます。消防訓練を実施しました。回を重ねるこ
とで動きがスムーズになってきました！

節分

6月

ファーマーズマルシェ
inくずはモール開始

たこやき

7月

七夕
ところてん

9月

避難訓練

日常にサプライズを！
季節のふるまい
元気を届けたい！訪問看護
エチュードより愛をこめて♡
四季折々に合わせたメニュー
でご利用者様に笑顔がこぼ
れました。

エチュード

10月

11月

新しい目印が誕生！
2Fベランダに表札
プレートが設置され
ました。これでフェ
ルマータの場所も一
目瞭然です！！

バナナケーキ

2021/11/01
NPO法人フェルマータ
創立20周年
・記念誌発行
・記念グッズ製作

㊗フェルマータ20周年！
記念グッズ、
記念誌を作りました

しみず温泉研修旅行

フェルマータ

TIMELINE
12月

第1回
ハートフルフェス
ティバル

恒例になった初詣と戎参り。福々しい一年のはじまりです！高槻市“インス
タキャンペーン”の景品になちゅらのクリームはちみつを採用いただきまし
た！当選された方、いるかな！？

クリスマスランチ
2022年 初詣
1月 三輪神社／五百住神社
戎参り

2月

たかつきインスタ
キャンペーン
ぜんざい

行ってき
ました！

しみず温泉研修旅行

現場担当の指導員、櫻井と申します。毎
年の恒例行事として、研修旅行の和歌山し
みず温泉に同行させていただきました。前
回は、なちゅら(就労支援B型)のみでの研修
旅行でしたが、今回は、なちゅらとフェル
マータ自立サポートセンターのメンバーと
の合同の1泊2日研修でした。
普段、関わりの無いメンバー同士だった
ので少し不安はあったのですが、行きしこ
そお互いぎこちない感じでしたが、途中買
い出しに行った時に、スタッフの指示無し
にて肉班、野菜飲物班の2チームに分かれ、
食材探しを行い、お互いに何が食べたいか
のやり取りまでコミュニケーションを取ら
れていました。
宿に到着後も食材の仕込や配膳等、お互
いに協力しながら対応し、スタッフ不在で
も良かったのではと思うくらい一致団結さ
れていました。温泉も裸の付き合いで背中

を流したり親睦が深まった研修旅行となり
ました。今年予定している研修旅行には、
普段参加されていないメンバーやスタッフ
も是非参加し、全員参加の大イベントにし
て行きたいと思います。

訪問看護ステーション エチュード

花粉症とはどんな症状？花粉症対策について
花粉症というとくしゃみ、鼻水、鼻づ
まりが3大症状と言われていますが、
これらは鼻で起こる花粉が原因のアレ
ルギー反応です。皮膚がかゆくなるじ
んましんや目で起こるアレルギー性結
膜炎もあり、これらも原因が「花粉
症」であるといえます。
2月頃のスギ・ヒノキから始まり、ハ
ンノキ・シラカバなどの樺の木、イネ
科、ブタクサ等の季節・地域ごとに原
因植物は変わりますが、花粉が飛べば
どこでも誰でも花粉症を起こす可能性
があります。
さらに花粉症の人が果物や生野菜を食
べて口がはれたりかゆくなる口腔アレ
ルギー症候群もあります。これは花粉
のアレルゲンと果物や生野菜に含まれ
るアレルゲン交差反応が原因で起こり
ます。
まずは花粉が体内や家の中に入らない
ようにする「防御」が基本です。アレ
ルギー性は体調に左右されます。普段
は悩まされていても体調が良ければ症
状が出ないこともありますから、早寝
早起きをする、朝食をとる、食生活を
見直すなど生活習慣を整え、基礎体力
をつけることで症状が改善しやすくな
ります。
その上で早い時期から予防的に薬を飲
み始めたりすると症状を軽くすること
ができます。

症

状

一

覧

花粉症

新型コロナ

鼻水

◎

◎

くしゃみ

◎

◎

鼻づまり

◎

◎

のどの痛み

△

◎

せき

△

◎

だるさ

〇

◎

発熱

△

◎

頭痛

△

◎

目のかゆみ

◎

✖

目やに

◎

✖

△※

△

（37.5度以上）

味覚嗅覚障害

※新型コロナほど重篤ではありませんが20～
40％あるとされています
◆花粉症では熱が出ることはありませんがオ
ミクロン株は70～80％の人が熱が出ると言
われています
◆５月～８月はイネ科花粉のシーズンです

はじめまして！スタッフ紹介
訪問看護ステーションエチュードへ来させて頂き、早1年が経過しました。
まだわからないことの方が多くご迷惑をおかけしてばかりです。皆さまには少しずつ顔
を覚えて頂き、気さくに声をかけていただければ元気な笑顔でお答えします。これから
もよろしくお願い致します。
（エチュード 看護師)

2021年4月からNPO法人フェルマータの本部 そして、なちゅらメンバーの方々、法人での
で経理や人事業務を担当することとなりまし サポートを利用されている方々と接する機会
た。以前からフェルマータ・メンタルクリ が増えたことです。朝、出勤した時に喫茶の
ニックや北大阪心理カウンセリングルームで 前でラジオ体操している姿に爽やかな気持ち
臨床心理士として相談業務等に携わっており にしてもらったり、朝からいつもの場所で同
ますが、今回、法人でも勤務させて頂くこと じように挨拶してくださるメンバーさん、自
になりました。
分の仕事ぶりを教えてくださるなちゅらメン
私にとって本部での業務は初めてのことが多 バーさん…自分も今日一日頑張ろうといつも
く、現在も周りの職員の皆様にフォローして パワーを頂いています。
頂きながらというのが現状です。私にとって
何よりも嬉しいことは、今までは、なかなか
（法人本部
松本 庸子）
接する機会のなかった法人所属の職員の方々、

昨年の9月に入社し、フェルマータにて働く
ことになりました調理スタッフの吉岡と申し
ます。
入社するまでは福祉の施設と解らず、調理の
みのお仕事と思っていましたが
実際に働いてみると色んな悩みを持たれた方
と一緒にお仕事をして行くうちに色々と
メンバー達に教えられる事が沢山あり、自分
自身も成長していく感じがして来ました。
実際、喫茶提供分の食材の仕込をメンバーと
協力して作業していくうちに、距離感も近く
なり段々名前を呼んでもらえるようになり私

自身人見知りなのですが自分からメンバーに
声掛け出来るようになってきました。
まだまだメンバー達に色々教えて貰える日々
をこれからたくさん経験し成長していきたい
と思います。
まだ入社して日も浅いですが早くフェルマー
タの一員に少しでも近づけるように頑張って
いきたいと思います。
これからも宜しくお願いいたします。

なちゅら卒業メンバーより

（なちゅら

吉岡 郁子）

医療法人 フェルマータ・メンタルクリニック
つい最近まで寒さを強く感じる日もありましたが、桜の開花と共に春の訪れを感じる季節
となり、夏が近くまで迫ってくるような暑さを感じる日も出てきました。
フェルマータ・メンタルクリニックも新年度となり新たなスタートを切りました。
2022年8月でフェルマータ・メンタルクリニックの開設から10年が経ちます。
思い返すと多くの出来事がありました。苦難も多くありました。
その苦難を乗り越え、今日に至っているのも多くの出会いがあり、また多くの方の協力が
あったからこそだと感じています。
未だコロナウイルスによる社会の混乱は続いており、世界情勢も混沌としています。
多くの人が不安を覚えています。この状況を乗り越えていくためには人と人との繋がりを
大切にする気持ちを強く持つ必要があると感じています。
一つ一つの出会いに感謝の気持ちを忘れずに今後も精進していきたいと思います。
10年間ありがとうございました。今後もよろしくお願い申し上げます。
フェルマータ・メンタルクリニック
【
月
午前
午後

片田

診

療

担

当

表

火

水

木

細澤

細澤

細澤

細澤

細澤

細澤

細澤

片田

岡本
(隔週)

夜診

】
金

土

細澤
(第1・3)

◆診療内容変更点
金曜日の細澤先生の診療が第1・第3のみとなります

原

孝紀

【お問い合わせ先】
フェルマータ・メンタルクリニック
高槻市大畑町12-1プチプラザ摂津203
◆℡ 072-696-8139
◆ホームページ
http://fermata-mentalclinic.com/
◆電話受付時間
月～土 9：20～18：00

北大阪心理カウンセリングルーム
北大阪心理カウンセリングルームは、公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会が資格
認定した臨床心理士が心理療法・カウンセリングを行います。医療・福祉・教育・産
業・司法といった様々な領域での経験を持つ臨床心理士が所属しています。子どもから
大人まで、幅広い年齢にも対応いたします。
フェルマータ・メンタルクリニックとも連携しており、診察だけでなく、ゆっくり時間
を取って自分のことを考えていきたい方がたくさん利用していただいております。

＜

相

談

内

容

＞

不登校・発達相談・引きこ
もり・家族について・人間
関係・心身の不調 など

＜カウンセリング利用時間＞
月～土

9：00～18：00

★ご利用を希望の方は、フェルマータ・メン
タルクリニックに電話でお問い合わせ頂くか、
北大阪心理カウンセリングルームのメール
フォームへお問い合わせください。
http://dp03085010.lolipop.jp/kpcr/index.html

< ご 利 用 料 金 >
1回
平日 6,000円
4,100円※

50分
土曜 6,000円
4,600円※

※フェルマータ・メンタルクリニックへ
通院の場合

畑にGO！

農 福 連 携

令和3年度からフェルマータは900㎡の土地で農業を始めました。
冬眠してるカエルを起こしたり、
小さな大根に興奮したり、
顔よりも大きなさつま芋で大爆笑したりしています(^^)
令和4年度もノビノビ楽しく土と遊びながら作物を大切に育てていこうと思っています。
そしてついにイチゴ農園でのお仕事もスタートしてメンバーさんからは
「あま～い香りがして、こんな素敵な所でお仕事できるなんて幸せ」
と言いながら大きなイチゴに目がくっついてました(^^)

一般企業との

株式会社スタンドケイ様

株式会社スタンドケイ様とのお仕事が始まりました 仕 事 風 景
“いちご農園”での栽培をお手伝いしています。
ハウスに一歩入ると鈴なりに実ったいちごがずらりと
お出迎え。IOT技術を用いた高設栽培システムを導入
し栽培をされています。先端技術と人の手仕事を組み
合わせることで、目配り、気配り、そしてひと手間が
隅々までかけられています。美味しくて生命力あふれ
るいちごに囲まれると思わず笑顔になりますね。
なちゅらメンバーさん、張り切って仕事しています！
◆株式会社スタンドケイ
「こころが喜び、地球が
喜ぶ未来をつくる」を理
念に掲げ、アウトドア、
WEBメディア、WEB
サービス、アグリ関連と
勢力的な事業展開をされ
ています
https://standkey.com/

なちゅらメンバーさんに聞きました！
「チャレンジしたいこと」

なちゅらのお弁当
リピート必至のなちゅらのお
弁当。おかげさまで大好評で
完売する日が続いています。
ぜひお召し上がりください。
◆高槻市役所 食堂
毎週木曜日
11時45分ごろ～12時45分
※無くなり次第終了
お弁当各種 500円

編集・発行元

Cafe

slowlyさん

クリームはちみつ＆ハーブティーをお取り扱
いいただけるお店が新しく増えました！
福祉ネイルスペースPetalさんが5月に新しくカ
フェをオープン。「福祉×焙煎」をコンセプトに
したAccept Coffee Roasters（西宮市）のスペ
シャリティコーヒーもお店で楽しめます。じっく
り、ゆったり、slowlyなひとときをお過ごしいた
だけます。
◆大阪府茨木市駅前三丁目5-26西村ビル一階北側
（営業日） 木・金（営業時間）13時～16時

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。

