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　この原稿は８月１５日、終戦の日に執

筆している。中国・太平洋戦争、沖縄

戦争、広島・長崎原爆、終戦、ソ連軍

の侵略など戦争と平和、人権につい

て考えたい。

　９４歳でこの世を去った私の父は、

旧満州の関東軍の部隊に所属し６年

間ほど国境警備をしていたが、１９４３

年のインパール攻略作戦で敗北した

日本軍の撤退を後援するためビルマ

（現在ミヤンマー）に派遣された。

　父は、野戦重砲部隊の曹長でイギ

リス・インド軍との戦闘で被弾、幸いに

して命は取り留めたものの、頭に爆弾

の破片を残したまま捕虜生活の後に

帰国できた。ビルマでは９万２千人の

日本軍のうち６万人以上が戦死・餓死・

病死した。

　実家の隣人のおじさんは、中国戦

線にあって敗北、ロシアの極寒シベリ

アで捕虜抑留され、ソ連に重労働を

課せられた。ようやくアメリカ連合軍

と北朝鮮・中国軍との朝鮮戦争のころ

帰国した。

部落差別、障害者差別、民族差別と人権、平和について
　明治・大正・昭和の時代、厳しい部

落差別の現実があった中で被差別部

落民は水平社を結成し部落解放運動

に立ち上がったものの、軍国主義に抑

圧されて旗をしまうこととなった。そう

して部落青年たちは中国・太平洋戦

争に動員され多くが命を失い傷つい

た。

　この時代、心身に障害がある人、朝

鮮人、中国人、アジアの人たちは、封

建的差別的意識が強い日本社会の中

でどのような扱いを受けていたか容易

に想像できる。

　私たち戦後生まれは、父や親戚、村

の人、戦争を経験した教師から戦争

の悲惨な事実を聞かされ、平和のあり

がたさ人権の尊さを教えられ育ってき

た。

　私は、戦争の多くは経済的利害対

立が基にあり、国家や民族、宗教を通

じて一般市民が巻き込まれている、人

間の愚かな行為と思っている。

　大正・昭和生まれの戦争を肌で経

験し、焼け野原の戦後日本の再建に

平田理事長の父の出征時、父の生家の前で村の皆さんと撮影

理事長平田純博の

進加論

苦労した人たちが少なくなってきた今

日、私たちの子どもや孫世代は人権と

平和についてどのように考えているの

だろうか、多くは豊かさに慣れ無関心

過ぎるのではないか。

　ヘイトスピーチ（差別的憎悪表現）

など排外主義言動やインターネットを

使った部落差別が横行し、無抵抗の

知的障害者が多数殺害される悲惨な

事件も起こった。

　日本社会は急速な都市化と核家族

化が進み、過疎化が超高齢社会の中

で広まっている。一つ屋根に親子三

代が生活する家族が無くなり、親が子

に祖父母が孫に語りかける環境は失

われている。

　そのような社会状況をみると、政治、

教育、マスコミの人権教育・平和教育

に果たす役割は重大だ。

　これまで人権・平和に労働組合も

重要な役割を果たしてきたが、福祉労

働に携わる私たちはどうであろうか。

福祉に関わる者こそ、福祉の視点で

戦争と平和、人権をしっかりと考える

べきと思う。

加島のあかりちゃん
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終戦記念日に
戦争と平和、
人権について
考えました。

─この道へ進もうと思った理由、

ここを選んだ理由を教えてください。

岡田　おじいちゃん、おばあちゃん

が好きだし、福祉の仕事のなり手が

少ないと聞いていたので、この道に

進もうと思いました。加寿苑に実習

で来て利用者と職員の距離が近く、

気軽にどちらからも声をかけていて

「いいな」と思いました。実習で行っ

た他の施設では利用者が遠慮がちな

所もありましたから。

椋本　大学 1年生のときの先生の

影響で障害福祉の道に興味が向きま

した。正式採用の前に1か月ほど

ここで「就労体験」のつもりでアル

バイトしていたのですが、先輩がよ

くしてくれて、利用者も雰囲気がよ

かったからです。グループホームへ

行きたいとも思っていたのですが、

一度、違うところで経験を積むのも

いいかなと。それに、ここの給料が

よかったこともあります。奨学金を

返さなければいけないので。

─実際に働いてみて、どうでした？

岡田　とても大変な仕事だとわかり

ました。でも利用者に「ありがとう」

と言ってもらえると、その大変さが

吹っ飛んでいきます。大変さより楽

しさの方が勝ちます。利用者から昔

のことや経験してきたことをいろい

ろと教えてもらえるのも勉強になりま

す。

椋本　利用者が豊かに暮らせるよう、

その方らしく暮らせるように考えながら

の支援のあり方が素晴らしいと思いま

した。例えば利用者に手伝ってもらっ

たときには「ありがとう」と言うなど、

利用者一人ひとりの自己肯定感が増

すような支援がされていました。

─嬉しかったことや辛かったこと

は？失敗もあったでしょう？

岡田　利用者に名前を覚えてもら

い、それがすこしずつ増えていくこ

とが嬉しいです。ただ利用者と接し

ていると、急に昔のことを思い出し

て泣き始めたり、急に怒り始めたり、

そういうときにどう関わったらいいの

かわからず、困ってしまうこともあり

ました。先輩方からそういうときの

対処法などアドバイスをもらいました

が、そのときどきで利用者の状態も

変化するので、まだ先輩のようには

うまくいきません。ミスをして落ち込

んだこともあります。基本をしっかり

しないといけないと思いました。

椋本　最近になって、ある利用者が

頻繁に話しかけてくれるようになり嬉

しかったです。その方の話をしっかり

と聞いていたらそうなりました。辛い

のは夜勤明けで朝眠いことですね。

利用者が急に怒り出したり不安定に

なることもありますが、心を広くして

何か起きても「どうしたの?」と聞

き、その方に寄り添い受け止めよう

と思っています。利用者の不安定な

表情を見抜けずに無断外出をさせて

しまったこともありました。

─将来の夢は？

岡田　いろんな施設を経験して、自

分の技術や知識を磨いていって、

将来的には施設ですこし偉いさんに

なれたらいいなと思います。

椋本　障害のある方とダンスグルー

プを作ってダンスショーをしたいで

す。障害のある方が週末に友だちと

集まってダンスをして、それがある

から仕事も頑張れるという場を作り

たいですね。

プロフィール
岡田あかね（おかだあかね）
専門学校卒業後、2019 年入職。
特別養護老人ホーム加寿苑に勤
務。

プロフィール
椋本大晴（むくもとたいせい）
大学卒業後、2019 年入職。
障害者支援施設アンダンテ加島
に勤務。

名前を覚えてもらうのが嬉しい─岡田さん（加寿苑）

夢は障害者の仲間とダンスショー─椋本さん（アンダンテ加島）

岡田あかね
加寿苑ケアワーカー

①学生時代の加寿苑での実習がきっかけです
②仕事を覚え、自分に自信が持てるようになること
③笑顔、明るい、元気
④好きな食べ物…グラタン、嫌いな食べ物…きのこ
⑤周りから信頼される職員になれるように頑張ります！

①見学に来た際、和やかな雰囲気が自分に合っていた
②利用者の方が一緒にいて安心できる職員になること
③ダンス
④好きな食べ物…とろろ、嫌いな食べ物…プチトマト
⑤将来、自分が成長できたと思えるように頑張ります！

椋本大晴椋本大晴
アンダンテ加島生活支援員アンダンテ加島生活支援員

●
番
外
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

加
島
友
愛
会
の
新
人
た
ち

1　│　クローズアップUI

①加島友愛会を選んだ理由は何ですか？
②仕事における今年 1 年間の目標は？
③あなたの特技・アピールポイントは？
④好きな食べ物、嫌いな食べ物は？
⑤ズバリ、これからの意気込みを一言

新
人
職
員
へ
の
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つ
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加島のひかるくん

アンダンテ加島は、４つの事業を実施している入所施設です。

アンダンテ加島は、障害のある方たちが
地域で普通の生活を送るため、
地域生活の拠点となることを目指します。

長期のサービス

クローズアップ
障害者支援施設

アンダンテ加島

─開所から18年が経ちましたね。

宇野　2001 年オープンですが、

それ以前、加島友愛会の障害者部

門は「加島希望の家」という通所

施設だけ。その次に特別養護老人

ホーム「加寿苑」ができ、アンダ

ンテ加島は3番目にできた大きな施

設です。当時は社会福祉に関して

大きな変化が起きていた時代で、障

害者の生活についても隔離された大

規模入所施設から地域生活への移

行を進めるという大きな方針転換が

ありました。

─そうした流れのなか、どのよう

な思いで施設を作られたのですか？

宇野　従来の入所施設のあり方で

批判されているところは受け継が

ず、変えていきたいと考えました。

それまでの施設は人里離れた場所

で数百人が共同生活しているところ

もあり、あまりにも普通の生活とか

け離れていました。それに比べ加

島は駅に近い街中にあり、定員も最

大 50人と定め、できるだけ普通の

生活に近いものを追求しようと思い

ました。そのため全室個室で、さら

に全体を4ユニットに分け、できる

だけ少人数で生活してもらえるよう

な構造にしたのです。また当初から

自閉症を伴う知的障害の方たちへの

支援に力を入れたいという思いがあ

本誌ｖｏｌ.４では加島友愛会の障害福祉サービスの中からアンダンテ加島を紹介します。
２０００年に社会福祉基礎構造改革が推し進められた中、
アンダンテ加島は『今までの入所施設とは違う入所施設にする』
という想いで２００１年に開所。集団ではなく個人の生活を
大切にし大阪市では初となる完全個室でのサービスを
提供しています。 高齢化への対応

法人全体で取り組む

用し始めました。ただ当法人は障害

分野と高齢分野の両輪で運営してお

り、特別養護老人ホームも介護付き

有料老人ホームもあり、さらにはサー

ビス付き高齢者向け住宅もオープン

するので、総合的に検討し対応して

いきたいと思います。

─ところで最近特に心配される災

害への備えはいかがでしょうか。

小西　災害時に避難所に行けず、壊

れた自宅で生活していた重度の方

や、軽度でも避難所では落ち着けな

いと車の中で生活している事例など

もあります。より安定したケアができ

るよう備えておきたいですね。

宇野　東日本大震災を目の当たりに

して「他人事ではない」と考えを新

たにしました。それまでは入所者50

人をどうするかで手一杯、と思って

いたのですが、巨大災害があれば

そんなこと言うてられへんと…。い

ま大阪市と協定を結んで「福祉避難

所」として緊急入所も受け入れるし、

非常食なども市から優先して運んで

いただけるということになっていま

す。でも実際に巨大災害が起きたら、

ものがあろうがなかろうが、あるもの

を分け合ってでも、やれることはや

ろうと思っています。

今回はぼくが
アンダンテ加島を
紹介します。

り、その意味からも一人の場所を保

障する必要がありました。そのうえ

で、ここを「終の棲家」にするの

ではなく、可能な方はグループホー

ムなど地域生活へ移行してもらう、

そのための支援をしたいという思い

でスタートしたのです。

─「街中の施設」として大切にし

ていることは何ですか？

小西　外出、外食、外泊など、な

るべく個人のニーズに合わせてでき

るように配慮しています。ただどう

しても全てのニーズにこたえられな

いという限界はありますが、少なく

とも月に何度かは外出の機会の保障

をしています。それが少しでも生活

の張りになってもらえたらと思いま

す。また秋まつりなど法人独自の行

事もありますし、地域の行事にも積

極的に参加するようにしています。

─食事はどのように取り組んでい

ますか？

小西　食事を楽しんで欲しいので、

ユニットごとに配膳し、それぞれの人

に合った分量など細かい配慮をして

います。食事時間は決まっています

が、一斉に「いただきます」ではなく、

時間の枠内で自由に摂ってもらってい

ます。食器は陶製で、なるべく家で

食べるときの状態に近づけています。

選択メニューとか、誕生月の方をお

祝いするケーキを皆で食べたり、季

節行事に合わせたメニューなども工夫

しています。

─開所から18年、浮かび上がっ

てきた課題もあるでしょうね。

小西　高齢化への対応が大きな課題

ですね。加齢に伴ってできないこと

も増えてくるなかで「やりたい」と

いう意欲をどう引き出すのか、身体

的な介助も必要になるなかで、「こ

れをやりたいから手伝って欲しい」

ということをうまく言えるようになっ

てもらう、という方向へスライドして

いきたい。ケースバイケースですが、

施設内で「高齢部門」を立ち上げて、

今後も不安なく過ごせるような取り組

みも始めました。

宇野　例えば浴室のリフトや手すり

の設置など、バリアフリー化をさら

に進めています。人的な部分では、

高齢介護の専門家を呼んで講習会

を開いたり、少数ではありますが介

護福祉の知識・資格をもつ職員も採

街中にある
普通の暮らしへ

プロフィール
宇野達美（うのたつみ）
大学時代から加島地区の総合実態調査や学力保障の取組
みに関わった縁もあり、加島友愛会に就職。加島希望の
家の生活支援員を経て、アンダンテ加島開所に伴い施設
長に就任。就職するまでは障害者福祉に関わったことがな
かったが、知的障害者や自閉症の人たちの魅力にとりつか
れるようになる。自閉症支援の TEACCH プログラムの
考え方に強い感銘を受け、その実践を追求することとなる。
日本酒と立ち呑みをこよなく愛する 63 歳。

アンダンテ加島の状況
※2019年 8月31日現在

外出、外食もフォロー
食事はユニットでゆったりと

●施設入所支援
主に１８歳以上の知的障害があり常時介護が必要な方を
対象に居室を提供し、自立した日常生活又は社会生活を
営むことができるよう、入浴・排せつ及び食事の介護、
余暇活動などの支援を行います。

●短期入所（ショートステイ）
主に１８歳以上の知的障害がある方が、
一時的に短期間入所することができます。

●日中一時支援
主に１８歳以上の知的障害がある方が、
日中一時的に短期間利用することが
できます。

●生活介護
主に１８歳以上の知的障害があり常時介護が必要な方を
対象に、自立した日常生活又は社会生活を営むことがで
きるよう、日中に排せつ及び食事の介護、創作活動や
軽作業などの生産活動の支援を行います。

短期のサービス

“アンダンテ”と
は「歩くような速
さで」という音楽
用語です。新しい
福祉の流れと現
実を見据えなが
ら、一歩ずつ着実
に歩んでいきた
い、との思いで名
付けました。

年齢層

48.4歳

平均年齢平均障害
支援区分

5.8

20歳〜29歳

30歳〜39歳

40歳〜49歳

50歳〜59歳

60歳〜64歳

65歳〜69歳

70歳以上
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プロフィール
小西研二（こにしけんじ）
元保育士として地域の保育所で勤務。27 年前に法人の
障害施設開設の際に支援員として入職、手探りで支援を進
めてきた。活動を広げるなか利用者やご家族と接し障害と
はどういう事なのかを学び障害者支援に専心する。大事に
しているのは個々の障害を理解すること、小さなサインで
も聴き取り、その人らしい暮らしを考える事。その為の支
援を実践できる施設として今後も事業運営を行っていきた
い。

宇野達美宇野達美
施設長施設長
管理者管理者

小西研二小西研二
副施設長副施設長
サービス管理責任者サービス管理責任者

1人

5人

30人

8人

1人
2人

3人
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　２００１年にアンダンテ加島が開所して

以降、毎年旅行を実施してきました。

　１年の中で最も楽しみにしている利用

者の方も多い行事である為、温泉・遊園地・

物作り・海水浴・キャンプなどいろいろな

ニーズに沿った一泊旅行を、職員同士ア

イデアを出し合いながらこれまで実施して

きました。

　行く先々で大変な事はもちろんありまし

たが、どの旅行でも利用者の方のいきい

きとした様子が見られ、楽しんでいる姿

が印象的で、この仕事に就いて良かった

と感じられる部分でもあります。

　アンダンテ加島は施設開所から１８年が

経過しています。あたりまえの事ではあり

ますが、最近では利用者の方の年齢層が

上がり、数年前から一泊での参加が難し

い方が見られるように変わってきました。

　少しの段差が危険になってきたことや、

長時間の移動疲れ、夜眠れないことで翌

日に疲労が溜まるといったことです。　　

　そこで一度旅行のあり方について、見

直すことにしました。数年前までは全員一

泊の旅行で実施していたこともあり、職員

の中ではなんとか一泊でみんなと楽しみ

たいという想いが強くありましたが、年々

変化する状況に応じて、これまで通り一

泊旅行で楽しむグループと、目的地や行

動ペースをより具体的に反映させることが

できる日帰り旅行に分けて提供する形に

変更しました。

　利用者の方やご家族の方と、どの旅行

に参加するか相談しながら決めることで、

個々人のニーズの把握にも務めています。

　今年度は車イスの方でも負担なく行動

しやすいように、リフト付きのマイクロバ

スをチャーターして行く予定にしています。

　今後もいろいろな変化に備え、施設全

利用者の方の良い笑顔が見られるような
旅行を提供していきたい

Column 　楽 Interview 1　住

Interview 2　食

プロフィール
岡田美枝（おかだみえ）
主任生活支援員。学生時代、ボランティア活
動を通じて、障害者の方と深く関わる経験を
した事で、障害者支援に興味を持ち専門学校
卒業後、2001年アンダンテ加島の開所スタッ
フとして加島友愛会に入職。生活支援員とし
て働き 18 年。現在、生活支援に携わり、施
設の旅行や行事の運営に関わる。趣味は旅行
とサイクリング。

体で考えながら、利用者の方の良い笑顔

が見られるような旅行を提供していきたい

と思います。

プロフィール
奥田繁（おくだしげる）　
企業で働く中で、様々な事情により社会的な
援助を必要とする人と関わる機会を得る。学
生時代から社会貢献度の高い仕事に価値を求
めていたこともあり、ソーシャルワーカーへの
転身を決意。夜間の専門学校に通い、社会福
祉士を取得する。2012年加島友愛会に入職。
３年目に人権スタディツアーでインドを訪れた
際、差別問題を専攻していた大学で学んだ事
象に触れ、大きな刺激を受ける。
好きなもの：70 ～ 80 年代のポピュラー音楽、
ギター弾き語り・外国人との交流・旅。

　仕事上、気をつかうことは「くつろい

でもらうこと。利用者の方にとってここ

は『家』ですから」と奥田さんは淀みな

く答えた。利用者の生活全般を支援する

が、利用者の障害の程度は知的には重

度であっても身体的介助を必要とする方

は少なく、支援の内容も精神的なサポー

トの比重が大きい。様々な理由で不安

定になることもあるが、少しでも落ち着

いて過ごしてもらえるよう、どの職員も

心を砕いている。

　個室が完備されているとはいえ基本は

集団生活。安定してくつろげるよう利用

者の声にはじっくり耳を傾ける。特に利

用者の「これがしたい」には、力を注

いでいる。しかし、「利用者の『これが

したい』ということだけを鵜呑みにして

「これがしたい」を大切にし、くつろげる空間づくり

しまうと本質からずれてしまうことがあ

る。本当に伝えたいことは何か、時間を

かけて推し量ることが大切。また、それ

を個人で判断するのではなく、職員同士

が意見を出し合いチームで考えることも

大切」と。

　利用者の生活は作業やリハビリのほか、

フリータイムや休日には外出や外食、買

い物へ出かけることもある。バスや電車

に乗ったり、施設では出しにくいお寿司

などの生ものを食べたり、「少しでも外の

空気を吸ってもらいたいから、可能な限り

要望に応えたい」と奥田さん。また、一

日の多くの時間を施設で過ごすからこそ、

集団生活の場であっても、個人の空間で

あってもくつろげるように環境を整え、豊

かな生活を送ってもらいたいそうだ。

プロフィール
横田典子（よこたのりこ）
２００９年に大学を卒業してすぐ、栄養士とし
て加島友愛会に入職。以来、アンダンテ加島
に勤続１０年。在職中に管理栄養士の資格を
取得し、栄養ケアマネジメントを実施。献立作
成や栄養管理を行っている。産休取得後に職
場復帰し、現在 8ヶ月の娘の育児に追われて
いる。出産を機に実家近くへ引っ越し、起床
時間が２時間早まる。今、一番欲しい物は睡
眠時間。

横田典子横田典子
管理栄養士管理栄養士

　栄養士の横田さんは1年 365日、利

用者・職員あわせて70名分の朝昼晩の

食事メニューを考える。衛生管理に気を

つけながら、栄養バランスや季節感を考

え予算に縛られながら組み立てるが、「ロ

コモコ丼」や「卵サラダの春巻き」など、

流行を取り入れたりオリジナルな一品も忘

れない。

　5年前からは大規模災害時に備え非常

食の備蓄も開始した。当初は乾燥米（白

米、炊き込みご飯など）と飲料水だけだっ

たが、乾燥米の消費期限が切れる今年、

おかず類（レトルトや缶詰）も増やし質的

災害備蓄食の内容充実へ、更新時に体験会も
な充実を図りつつある。

　備蓄は支援物資が来るまでの期間を考

えて3日分。現在、消費期限が切れる

ものから順次入れ替えを進めている。

　入れ替えに際しては、これまでの在庫

を使った「備蓄食体験会」をおこない、

災害時を想定して職員が調理、利用者に

提供している。昨年の台風襲来時の長

時間停電がきっかけで、いざという時に

慌てずにすむようにと発案された。体験

会に参加した職員は「実際にやってみる

と、説明書を見ながらいろいろ試行錯誤

してけっこう時間がかかった。1度経験

岡田美枝岡田美枝
主任生活支援員主任生活支援員

しているのといないのとでは実際のときに

スムーズさが違うと思う」と語った。

　横田さんも「備蓄食品やカセットコンロ、

鍋、食器などがどこにあるのか、乾燥米

を戻すためのお湯はどのくらいの量を食

事提供の何時間前から沸かし始めなけれ

ばならないか、利用者に問題なく食べても

らえるか、などを確認するうえで大変参考

になりました」と評価。そして今後は「偏

食がある方、刻んだり柔らかくしないと食

べられない方への対策も考えたい。災害

時にはストレスがかかるので食事の役割が

より大きくなる。なるべく美味しくてしっか

りエネルギーが確保できるような備蓄食を

考えていきたい」と述べた。

奥田繁
生活支援員
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簡単にできて、
美味しかったです！

主任生活支援員　有森さん

一泊旅行の様子（京都・天橋立） 日帰り旅行の様子（USJ）

④完成

①栄養士による説明 ②調理開始

③熱湯を入れて蒸す

面談を通して予定の確認をしている様子
旅行の企画会議の一場面

災害備蓄食体験会の様子

施
設
の
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加島友愛会
〒 532-0031
大阪市淀川区加島 1 丁目 60-36
TEL.06-6101-6601 FAX.06-6308-7299
e-mail  1991@kashima-yuai.or.jp
URL  http://www.kashima-yuai.or.jp

誰もが自分らしく安心して暮らせる温もりのある地域社会を目指して

加島のあかりちゃん

ホームページ
はこちら！

企画 法人機関誌検討委員会
蓬田高広　西岡剛
真嶋広匡　谷口哲夫
市坪正二　森本亜紀彦
安間ゆか　橋本三千代
芝谷佳代子　内田信也

編集協力 新島洋
デザイン 桐田博子
撮影 中野沙央里
印刷 （財）浪速振興会

■JR東西線加島駅①番出口より徒歩8分
■大阪シティバス97号「神崎橋」「加島駅」行、「加島中」停留所より徒歩4分
■阪急バス「加島駅」行、「加島中」停留所より徒歩4分　｠
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❹アンダンテ加島

❸加寿苑

❺加島希望の家

❻リュミエール加島
❼ヘルパーステーショントレフル

❶かしま障害者センター
〒532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 60-36
TEL.06-6308-7206 FAX.06-6308-7299

むつみ（生活介護事業・就労継続支援事業 B型）
e-mail  mutsumi@kashima-yuai.or.jp

地域生活支援部（障害者グループホーム）
e-mail  kashima-chiikiseikatu@kashima-yuai.or.jp
●加島苑●セッション●チューリップ●あさがお
●カナリヤ●うぐいす●ひのき●トレフル

Link
（就労移行・就労継続支援事業 B 型・自立訓練・就労定着支援）
TEL.06-6308-7210 FAX.06-6308-7220
e-mail  link@kashima-yuai.or.jp

障害者就労支援事業部
TEL.06-4805-2485 FAX.06-6308-7220
e-mail  kashima_jc@kashima-yuai.or.jp
 
COCOLO（相談支援・地域活動支援）
TEL.06-6308-7209 FAX.06-6308-7220
e-mail  cocolo@kashima-yuai.or.jp

❷ル・プラス（就労継続支援事業A型）
〒561-0843 大阪府豊中市上津島 1 丁目 4-3
TEL.06-6151-3701 FAX.06-6151-3810
e-mail  re.plus@kashima-yuai.or.jp

❸加寿苑　特別養護老人ホーム
●特別養護老人ホーム●ショートステイ●診療所
●ケアプランセンター●デイサービスセンター
〒532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 34-8
TEL.06-6305-0711 FAX.06-6305-0773
e-mail  kajuen@kashima-yuai.or.jp

淀川区西部地域包括支援センター
TEL.06-6305-0737 FAX.06-6305-0738
e-mail  yodogawa-seibu@kashima-yuai.or.jp

❹アンダンテ加島（施設入所支援・生活介護事業）
〒532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 36-46
TEL.06-4806-6780 FAX.06-4806-6781
e-mail  andante@kashima-yuai.or.jp

　
❺加島希望の家（生活介護事業）

〒532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 49-21
TEL.06-6390-5666 FAX.06-6302-2551
e-mail  kibou@kashima-yuai.or.jp

❻リュミエール加島　介護付有料老人ホーム
〒532-0031 大阪市淀川区加島 4 丁目 16-35
TEL.06-6308-7788 FAX.06-6308-7799
     0120-087-322
e-mail  lumiere@kashima-yuai.or.jp

❼ヘルパーステーション　トレフル
〒 532-0031 大阪市淀川区加島 4 丁目 16-34
高齢者部門● TEL.06-6308-7797
　　　　　   FAX.06-6476-7185
e-mail  trefle2@kashima-yuai.or.jp
障害者部門● TEL. FAX.06-6476-7185
e-mail  trefle@kashima-yuai.or.jp

❽サービス付き高齢者向け住宅　
ファミール・シャルレ
〒532-0031 大阪市淀川区
加島 1 丁目 38-20
TEL.06-6305-5750

   FAX.06-6305-5756
　 　0120-991-707 
  e-mail  famille@kashima-yuai.or.jp
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