
フェルマータ 珍聞
■ごあいさつ～フェルマータ珍聞冬号に寄せて～

新年、あけましておめでとうございます。
2020年はフェルマータにとって大きな節目の1年になります。というのも2001年、高槻市富田
町に小さな喫茶サロンを開店してから20年目になるからです。

それまでは、精神病院という特殊な社会の中で、ある種守られた仕事を長年続けてきましたが、
仕事の一貫で長期入院者を退院促進する役割に代わりました。そして、単身アパートなどへ退
院し地域に戻っていただいたメンバーと同じように、私たち有志も地域で関わる仕事に代わり
ました。

始めは職業意識と責任という思いの上に勢いだけで過ぎた1年でしたが、目の前にはメンバー
が居てくれ、仲間に励まされ助けられました。

そして仲間の和は精神医療従事者だけではなく、地域の関係機関や他の業界、一般住民へと広
がりました。このことは、私たちは勿論、メンバーにとっても最大の安心感につながったので
はないかと思われます。関わってくれた全ての人達とのつながりや支援があったからこそ、厳
しい状況の時にも何とか続けられた20年であったと振り返ります。

ところで昨年、以前の仲間が経営する会社の新人研修を引き受けました。参加者は20歳前後の
若者で、いずれも「コミュニケーションが苦手」という課題を抱えていました。

1週間の合宿形式をとったのですが、みんな純粋で正直、そして一生懸命に取り組んでいまし
た。ミーティングを何度も挟み、『経験者が未経験者へ、又、分からない事があれば知ってい
る人へ、それでも分からなければ私や誰かに』という方法を生活場面や農業体験など全て実践
していきました。コミュニケーションを深めることで、人の理解と共に自分を正しく知り成長
できるということを目標にしました。

そして研修後の振り返りの中で、「引きこもりがちで不安が強かった自分から、前向きに行動
しようと思います。」という言葉が出て嬉しく思いました。
彼らと関わって一番感じたことは、「本当に若いという事はいいなぁ」と改めて思い、又、
「この純粋さや正直さが社会で歪められなければいいのに。」とも思ったのです。

終わりに、私たちは地域福祉や医療という仕事を地域でさせて頂いています。求める人たちに
対して、少しでも安心した日常生活を送れるように支援するのが重要な役割です。20年という
節目ですが、人のつながりを大切に『純粋さ』を忘れず『ワンチーム』で進めていこうと考え
ています。
今後、益々孤立が進み人の温もりが感じにくい時代が予測できますが、『安心と真心を感じら
れる環境』を目指していきますので、ご支援の程、宜しくお願いします。

NPO法人フェルマータ
理事長 原 敏
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「第19回フェルマータ祭り～みんなの音色～」を無事に開催することができました。本当にたくさんの
みなさまにお越しいただき、大盛況の１日となりました。
◆物販・飲食ブース
たこ焼き、焼き鳥、豚汁、フランクフルト、炊き込みご飯など盛り沢山のメニュー。「お腹いっぱいで
食べきれない。でもお替りも欲しい！」とみなさまの心とお腹を満たすことが出来ました。なちゅらで
製造し、初めての販売となった“沖縄産ローゼルジャム”“かりんジャム”もとっても大好評ですぐに完売
しました！
バザーコーナーでは掘り出し物が続出。お客様それぞれにお気に入りの品物があったようで、多くの方
にご購入いただきました。
◆イベントステージ
今回の裏テーマ“ジブリ”のキャラクターに扮したメンバーさんたち！衣装小物もなちゅらの手作りです。
シンガーソングライター徳井由美子さんの素敵なハープと歌声に、通り行く方々も足を止め、会場中が
音色に聞き入っていました。
徳井さんの伴奏に乗せたメンバーさんの歌とダンス。本番では練習の成果がしっかりと出ていました。
フェルマータ・メンタルクリニックから、「るーちぇ」のダンス。全員揃った衣装に息もぴったりで大
盛り上がり！「うぃーど」の合唱では、温かみのある歌声に会場中が包まれました。
ご来場いただいたみなさま、どうもありがとうございました！

第１９回フェルマータ祭り開催！
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9月21日、大阪モノレール万博記念公園駅にて開催された“こさえたんマルシェinモノレール万
博”に出店いたしました。大阪府内の福祉施設で働く障がいのある方や、府立支援学校の生徒
のみなさんが心を込めて作ったお菓子や雑貨などがズラリ！なちゅらからは、クリームはちみ
つ・ハーブティー・ポストカードを販売しました。
メンバーさんがとても積極的にお客様への声かけや商品の説明をして下さっていたのが印象的
でした。お店をのぞき商品を手に取りながら、他の出店様とも楽しく交流をさせていただきま
した。
マルシェなどで販売をさせてもらうと「もっとこうしたらいいんじゃないか」というアイデア
がメンバーさんからたくさん出てきて、素晴らしい気づきがたくさんあります。
素敵なアイデアを次に繋げていけるように、これからも取り組んでまいりますのでよろしくお
願いいたします。

なちゅらメンバーさん、教えて！
「フェルマータ祭りの感想」

就労継続支援Ｂ型事業所 なちゅら

こさえたんマルシェinモノレール万博に出店！



天神橋筋六丁目にある「ハーブ
カフェSORA」さんが、フェル
マータに来て下さいました！

2019.9.13～14
清水温泉一泊旅行

2019.11.30
第19回
フェルマータ祭り

2019.10.29
食品衛生講座

フェルマータ

TIMELINE

2019.9.21
こさえたんマルシェ
inモノレール万博

なちゅら
で大阪市立科
学館へ。科学
の不思議に心
踊り、プラネ
タリウムの星
空へ思いを馳
せ、ロマンを
感じた１日で

大阪府ソフトバレーボール大
会に出場。なちゅらは目標の「ま
ず１勝」には、あと１点が届きま
せんでしたが、みなさん力を出し
切りました。今年こそ目指せ１
勝！！

2019.8.28～9.3
沖縄研修旅行

2019.９～
おやすみ前のハーブ
ティー試飲アンケート

2019.11.22
大阪府ソフトバレー
ボールふれあい交流会
＠エディオンアリーナ
大阪（大阪府立体育館）

2019.8.3
大阪市立科学館
（プラネタリウム）

“おやすみ前のハーブティー”
試飲アンケートを実施しました。
ゆっくりとお休みになれたか、
どんなハーブティーがお好みか
などのご意見をお伺いしました。
皆様のご協力、どうもありがと
うございました！今後の商品開
発に反映させてまいります。
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高槻市保健所保健衛生課にお越しいただき、｢食中毒｣にな

Ｂ

Ｃ Ｄした。
らないための講話をお聞きしました。食の安全の大切さを改めて実感

する機会となりました。
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戎参りへ。福娘の方にも
フェルマータを祈願していただ
きました。令和２年も初心を忘
れずに頑張ってまいります！

フェルマータ

TIMELINE

なちゅら手作りのクリスマス
メニューを囲んでのクリスマス
会！カラオケ大会やご利用者様
の出し物で楽しい時間を過ごし
ました。

清水温泉1泊旅行

9月13日、和歌山県有田川上流にある清水温泉へ行ってきまし
た。

数年前までは就労支援事業所「なちゅら」の恒例行事として古
民家を貸切り10数人で行っていたのですが、今回はコーポ大栄
で生活支援を受けている利用者さん5人とスタッフ2人の計7人
でログハウス風のコテージを借り実施しました。

従来の一泊旅行と同じように自炊で、夕食は全員一致の焼肉に
決まりました。道中のスーパーで買い出し、準備から片づけま
で全員参加で行いました。普段は「よすみ店」の支援食を黙々
と食べ、人との交流が苦手な利用者さん達でしたが、積極的に
参加し協力している姿に感心させられました。翌朝の朝食も全
員参加です。

皆で入った温泉は山の麓にあり、風景と一体化した木造りの建
物で全員良かったと感想を述べています。又、平日という事も
ありほぼ貸切り状態であったことも幸いしました。

経験のある人ない人が其々の役割を担い、それなりに協力しよ
うとする姿が素敵で、日頃の一場面だけでは知ることのできな
い『ほんわかした、ひととき』でした。

2019.12.17
クリスマス会

2020.1.11
十日戎（野見神社）

2020.1.4
初詣（三輪神社）
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令和元年8/28～9/3、株式会社メディプラン様の若い職員をフェルマータ沖縄宿舎にお迎えし
て研修合宿を実施しました。

メディプラン様は有料老人ホーム等の介護施設、訪問看護、調剤薬局、リハビリデイの事業
を大阪府内で広く展開されており、フェルマータと事業提携関係にあります。

その第一歩となるこの研修合宿は、19歳～21歳の新入社員３名様に農業体験や共同生活、沖
縄の人々との交流等を通じて自分を高め、互いを知ることを目的にしています。

一週間にわたる共同生活と自炊、慣れない土地での農作業。最初はストレスや困ることも多
く、正直へとへとだったそうです。しかし毎日生活し話し合う中で、次第にお互いの特性や
得手不得手を知り、自然と役割分担をしながら助け合って迎えた最終日、「また必ず沖縄に
来ます」と理事長夫妻が見えなくなるまで手を振っていました。

その後大阪のメディプラン様での報告会では３人が「コミュニケーションがとても苦手だっ
たが、今回の合宿で自分のことを話すこと、話し合うことで仕事がうまくいくことを学ん
だ」と発表。列席の社長・役員からは「しっかりと自分の言葉で話していて素晴らしい」
「入社した時より声が大きくなって成長が見てとれる」「これからも会社としてこの研修を

沖縄研修合宿～㈱メディプラン様～

那覇

大宜味村
おおぎみそん

宿舎

続けていきたい」。女性社員からは「人の成長を見る
のはほんとに良い。途中何度か涙ぐみました」。直属
の上司からは「帰ってから職場で一生懸命コミュニ
ケーションをとろうとしている姿が見てとれます」と。

発表を終えてホッとした３人の表情には、沖縄に飛び
立つ前にはなかった強さがありました。（文：中崎）



医療法人 フェルマータ・メンタルクリニック

●山本 慶子（生活支援員）
昨年８月の末から生活支援員として皆さんの仲間に入れていただきました。フェルマータに
来られるようになったことが、本当に嬉しいと思っています。
私は人間好きな人間です。
まだこの仕事が形になっていない時代に、ぼんやりと志していたこと、今、ようやくそこに
たどり着いたような気がしています。
これからのたくさんの方々との出会いを楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いいたします。

2020年を迎え、早くも1ヶ月が経過しました。
昨年はラグビーワールドカップが初めて日本で開催され日本中が熱気に包まれました。
今年は東京オリンピック開催の年です。日本中が盛り上がりを見せることは間違いなし！！
私も日本国民として精一杯応援したいと思います。

来たる2月5日（水）にソフトバレーの近畿大会出場をかけた大阪府大会が舞洲アミティで行
われます。3年連続近畿代表として国体出場を目指し、選手、スタッフ一同練習に取り組ん
でいます。東京オリンピックの盛り上がりに負けないぐらいの熱量で挑み、「ワンチーム」
となり、勝利をつかみ取りたいと思います。皆様の応援が力となります。応援よろしくお願
いします。
フェルマータ・メンタルクリニックは地域の皆様が「そのひとなりにほどよく」生活してい
くための一助となれるように取り組んで参ります。本年もどうぞよろしくお願いします。

まだまだ厳しい寒さが続いていますので、くれぐれもお身体にお気をつけてお過ごしくださ
い。皆さまにとって良き1年となりますよう心からお祈り申し上げます。

フェルマータ・メンタルクリニック 原 孝紀

はじめまして！新しい職員のご紹介

<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
月曜日から土曜日の9：20～18：00

＜診療内容変更点＞

土曜日午後の診療を担当していました髙屋雅彦先生が2019年12月末で退職となりました。
後任の担当先生として「片田珠美」先生が2月より就任いたします。

月 火 水 木 金 土

午前 細澤 細澤 細澤 井上 細澤

午後 井上 細澤 細澤 細澤 片田

夜診 岡本 細澤



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。

毎週木曜日、なちゅらのお弁当を販売しています。
下準備、調理、盛り付け、販売までなちゅらで行っています。
おかげさまで数分で完売する日も！みなさまのお越しをお待
ちしております。

「みんなで作って、いただきます！」
調理プログラム

高槻市役所でなちゅらのお弁当販売中

（販売場所）高槻市役所 食堂
（販売日時）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

毎日のご飯から特別な日のレシピまで。一人では取り組みにくいことが、なちゅらでやってみると
「意外と出来た！」と言うようになります。プログラムを通じて「食」の楽しさや大切さを経験し、
仕事や生活の充実につなげていただければと思います。


