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今年もいろいろありました！「ワークス10大ニュース」
編集部

1. ワークス20周年
2. 所員（ピープルファースト京都）、初海外進出（韓国）
3. ワークスカレンダー10周年
4. 聖林院朝日新聞連載記事掲載
5. アイスクリーム販売開始
6. 第3回アートフェスタ開催
7. 藍染め・くちなし草木染めワークショップ開催
8. 最寄りのコンビニが自動ドアになる
9. ワークライフバランス推進宣言企業となる
10. 中京中学校・人権学習講師に招かれる

イベント報告

2016合同忘年会を行いました。

12月13日（火）にメルパルク京都でワークス・JCIL合同忘年会を開催。当日、各々電車で行くメンバーと送迎者
で向かうメンバー、そして聖林院チームは作業後直接メルパルクに向かいました。会場につくと、ますはくじ引
きによる座席決め。席についたらいよいよ開会。初めに川合絃生さん等の三味線とお琴の演奏で会場を盛り上げ
ていただき、ILクラブのメンバーが歌を歌ったり色んなメンバーが発表をしたりしました。そしてビンゴ大会で
幹事の方が抽選 BOXを持ち回りくじを引いて、これも大盛況。皆食事をとっている間に矢吹理事長や大崎所長等
の話もありました。
会場の方が運んでくれた食事もおいしく頂けたと思います。
最後に矢吹理事長から今年の忘年会は例年になく良い忘年会だったとの感想を頂けたのが何よりでした・・・。

聖林院みみづくさん便り
第１回藍染めワークショップを9月27日
（火）に開催しました。アートフェスタの藍染めの作品を見て注文頂
いた手拭い作りも兼ねた、初の試み。私には本当に新鮮でした。
所員達と介助者さんと一緒に調べながらの手探り作業を経て、本当に良い藍色の手拭いが完成。既製品とは
ひと味違う作品に感動しきり。
後日、聖林院の草木を使って草木染めをしてみようという事になり、くちなしの実を使って第２回開催。第
２回目なのでお客様も見学に来て下さいました。クチナシ染めは優しい黄色でこんな綺麗なのが出来るのや
と、驚き感動しました。聖林院で、体験（ワークショップ）を少しずつ増やして、地域の皆様にもっと聖林
院を知って頂き、もっと足を運んで頂ければ良いなぁと思います。
ちなみに、恒例の天然酵母のパンの販売は来年１月8日（日）に予定しています。
今年1年皆様どうもありがとうございました。皆様良い年末年始をお過ごしください。
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コミュニティサロン
ファーストステップ通信
★サロンレクリエーション

【６月 明治製菓工場見学へ】
待ちに待った明治製菓の工場見学！
じつは…
去年申し込みのタイミングを逃し、今年リベンジ
企画。
チョコレートのお話しをじっくりと聞いている
メンバーさんたち。大好きな「きのこの山＆たけ
のこの里」チョコレート生産ラインを隅々まで見
学の後にお土産にカールとビーンズ頂きました。
広い工場内を歩いて…歩いて本当にお疲れのメン
バーさんもいましたが、最後にポツリと Y 氏が
…チョコレートなかったね。だよねー（笑）

【８月 日吉スプリングスでぇ BBQ へ】

快晴！夏のイベントで企画はしたものの・・・
暑いな〜
ベンチに座り日陰で涼みつつメンバーさん役割分
担ごとに焼き係の K さん・焼きそば係の Y さん
テキパキ進めてくれてあっと言う間におなかいっ
ぱいになる。気が付けば、足湯や川涼みや散策に
自由行動。木の木陰で休んでた T さん。川に足
をつかりにいったり K さん Y さん、川の水はとっ
ても冷たかったね。
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散策日和で足も軽く。

【 ９月 八幡の岩清水八幡宮散策へ 】
いざ八幡さんへ！ケーブル乗車券を購入し乗車。
平日ということもあり、空いていて各自が好きな
ところに乗車。
ハプニングもあり、ワチャワチャしている間に
男山山頂駅に到着。お天気もよく散策日和。膝や
腰の悪いメンバーさんもいましたがゆっくりおし
ゃべりしながらの散策はあっという間でした。
散策の途中でスタッフと同じ名前の大木をメン
バーさんが発見！なんだかみんな嬉しそう。
参拝後の一服に御茶屋さんで手作りアイスを頂き
ました。参加されたメンバーさんお疲れ様でした。

散策日和で足も軽く。

初の試みながら、完売御礼！

【10 月福祉祭り参加】
サロン企画での
初めてのからあげ！
N.Y さん製作のポスターや味付け盛り付け担当の

ほっと一息、休憩中。

マダム T さん。販売営業の看板娘 Y.Y さん A.U
さん T.K さん。お天気がどうなるかと心配もしま
したが、曇りのち晴れ。からあげは 12 時には完売！
ロウソクもお買い上げ頂き、ありがとうございま
した。昼食にほっと一息中のメンバーさんたち。
お外で食べたご飯、美味しかったですね。

げ

ふぁー
す
すてっ と
ぷ

フ

テッ

毎度、ありがとうございます。
これからの販売も楽しみなところ。
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【11月多賀フルーツラインでぇ
みかん狩りへ】
快晴！今回のみかん狩り何個ほど食べれるのか
な？と個人予想。
喉も渇いていて始めのうちは勢い良くしだいに
ペースダウン…そろそろメインディッシュ！マダ
ム T さんボリューム満点の手作りハンバーグ弁当
を参加者ペロリと完食。食後のみかんを食べる人、
散策する人、横になって日向ごっこする人終わり
の時間まで自由に過ごしました。みかん園のおじ
さんにみかんのもぎ方や美味しいみかんの選び方
を教わり自分でもぎったみかんは格別に甘く感じ
ました。*

Feuit

メンバー募集中
サロンのイベントやプログラムに興味ある方も随時メンバー募集中で〜す。
サロンまでご連絡をお待ちしています。作業に興味がある方一緒にやりませんか？
「数えるのが得意な人」・「合わせるのが得意な人」・「得意な事をいかしませんかぁ」
メンバー募集中で〜すサロンまでご連絡をお待ちしています。

「ファーストステップ」は、NPO 法人日本自立生活センター自立支援事業所が、
精神に障害をおもちの方の居場所提供をするために、2010 年に始めた事業です。
2016 年度現在、20名の方が登録し、その内 10 名が継続して利用されています。
メンバー同士の仲がよく、アットホームな場所です。
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キッチン便り
川岸トシ子
利用ありがとうございます。
人もの人が昼食後のだべり

生面での意識、量や調理をした

献立と味付け等の振り返り、衛

グ方式を取り入れたのは、カレ

物はまだありません。トッピン

ステーキのトッピングを超える

シリシリ、シバ漬け、わかめご

松菜の胡麻和え、卵焼き、人参

ンパスタ添え、じゃがいもと小

レーションなのでそれなりに弁

人、含めて記録を残しておきた

んべんなく配膳できるようにす

当の体裁が保たれるようにと言

飯でした。﹁配食サービスだった

体的に書いて下さい﹂と最初に

るためです。豚カツカレー等も

う気持ちを込めての弁当作りで

ーのソースには玉ねぎと人参が

んぐ。スタッフの二人はそれぞ
言っていたのもあります。味付

作ってみたいのですがちょっと

した。青空のもと、みかん畑の

かったからです。結構具体的に

れの話に耳を傾けながら昼食タ
けや量の提案なども大歓迎なの

財政が潤った時に登場させたい

囲まれた空間に引かれたブルー

ら完全に五百円はいただけるな

イム。よく見ると、スマホ片手

です。まあ、予算も関係するの

と思います。

たっぷり入っているのですが、

に聞き耳を立てている人、しっ

ですが、サロンの昼食をより豊

もしも、大安売りの牛肉に出

記載されています。と言うか
﹁美

とりとお茶を頂きながら着席し

かにしたい事につなげています。

会ったらきのことピーマンのソ

ぁ﹂とはスタッフの一言。レク

ている人。使用した食器を洗っ

様々な心模様を引き受けていた

テイのトッピングとして登場さ

その日の具材が一人ひとりにま

てくれている介助者の人。そう

テーブルは、その後、しっかり

せたいと考えています。。

味しかった。だけとか違って具

なんです。昼食後、
﹁ほな、ごち

と作業台へと代わります。

弁当美味しかった﹂﹁ありがとう﹂

たので、弁当完食後、デザート
レクレーションでみかん狩り

と言っていただくとやっぱりう

にみかんを食した皆さんに﹁お
に行く事になったのですが、﹁サ

れしいものです。

寺とうがらし、人参、油揚げ︶

おろし、煮びたし︵白菜と万願

には丁度良い鯖の塩焼きと大根

食ノートの感想には﹁暑い季節

たのでその様に思えました。検

ません。芋類が入っていなかっ

にかけられたルーをめがけてダ

器に入れます。それらは、ご飯

コリーです。丁寧に炒めて塩胡

エリンギ、じゃがいも、ブロッ

ウインナー、肉団子、えのき、

るわ﹂と決めました。使い捨て

ン担当者が勝手に﹁お弁当にす

のはちゃんと一人分ずつ計量し、 後日その話を聞いた自称キッチ

椒で味付けをし、仕上がったも

の弁当パックを準備し、

には参加していませんでしたが、

欠席していたので具体的な議論

で話し合われていました。当日

たべたいなぁ﹂とミーティング

日頃サロンの運営、行事にと、
協力して頂いている多くのみ
な様に改めて感謝いたします。
第2号はサロンで毎月してい
るイベントの報告です。お野
菜やお米を寄付して下さりあ
りがとうございました。今後
ともファーストステップ・サ
ロンを宜しくお願いします。

編集後記

ロンで早い目に食べるよりも、

お弁当作り

お茶や水も用意されていまし

べました。

シートに座り込んでお弁当を食

そうさん﹂と言って直ぐに立ち

サロン昼食をご利用の皆様、
毎度ありがとうございます。

去る人はほぼないのです。
サロン一階の昼食タイム空間の

金曜日のカレーライスは
トッピングが主流

一時です。
ちなみに、今日の献立はちょ

みそ汁︵えのき茸とわかめのみ

イビングさせます。ルーのお代

発に弁当が間に合うように前日

本日のトッピングは、チキン、 おにぎりなんかを持って行って

そ汁︶でした。鯖にはすだちも

わりは自由。トッピングのしな

から仕込みをしておきました。

っと量が少なかったかも分かり

添えられていい香りです。
﹂と書

はその時の経済事情で変わりま

時出
かれていました。

献立は、ハンバーグにイタリア

ファーストステップ通信
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NAKAJIMA'S EYES

流行の奥には何が在るのか？
流行とは次のように定義される。流行は、社会

このような特性から機械学習を使う際には、以下

の許容する範囲で、社会生活を営む個々人の新し

の様な 2 つの段階から構成される。

い社会的行為が他者との間において影響しあいな

1. 学習によるモデル作成、2. モデルにデータを

がら、新しい行動様式・思考様式として社会や集

適用して、結果を得る、段階 1 では、ビッグデータ

団のメンバーに普及していく過程であり、その結

などの大量の情報を元に、マシンに学習させます。

果一定の規模となった一時的な集団現象である。

学習結果はモデルとして出力されます。段階 2 で

「流行」の語源は、
「物事が川の流れる様のごとく

は、段階 1 で出来上がったモデルに分析したいデ

世間に流布する」意味を表す漢語。

ータを入れることで、結果を得る事ができます。

徳の広まることや、はやり病（疫病）が広まる

深層学習（ディ−プ：ラーニング）
、パーセプトロ

ことを指した。

ン（視覚と脳の機能のモデル化）。S 層（感覚層、

日本においては『流行』は動詞の『はやる』と混

入力層）
、A 層（連合層、中間層）
、R 層（反応層、

同され、使用されるようになった 「流行」は世相
。

出力層）の三層から成る。（画像情報や音源情報）

を反映しているとも云われる。
「流行」はすぐ変わ

を足す。これを何層も重ねる。

り。よく似た「流行」は繰り返される。

機械学習では、データから繰り返し学習すること

色んな時代を経て、忘れ去られた物。懐かしく

で、調査すべき場所を明示的にプログラムしなく

なる物。懐疑的になる物。

てもコンピューターが隠れたインサイトを発見で

「流行」が若者たちの文化を支えてきたとも云え

きるようにする。

る。人々は流行や流行語を造り、流行を追いかけ

基本的に機械学習とは、問題をどのようにして解

て来た。
「流行に乗らなければ、乗らなければ、乗

決するのかをコンピューターに教えるために、数百

っていなければ」と云う強迫観念に苛まれる人も

または数千の例を調べた経験を基に、新しい状況で

いる。

同じ問題を解決する手順を作成することを意味す

1958 年頃フラフープが流行った。1960 年ダッ

るのだが、コンピュ−タは単なる流行を超えて、社

コちゃんブ−ム、グル−プサウンズからフォーク

会基盤になりつつある。

ソング、ビ−トルズ、カ−ペンタ−ズ。カチ、カ

機械が学習し、判断し、決定してしまう。恋愛相

チと鳴らすクラッカーやル−ビックキュ−ブ等も

談までも、機械に託してしまう。そんな時代になり

流行った。新しいタイプの遊びだった。音の心地

つつあるということだ。

良さや軽く頭を使うパズル感覚の物まで流行った。

自動車の自動運転やロボットの発達や小型化が進

地球ゴマの様な科学学習の入口になるような物

んでいくだろう。しかし、機械や電子頭脳がどれだけ

もある。地球ゴマは（ジャイロ効果の原理を応用

発達したとしても、人間が造った以上は人間が責任

した科学玩具）だった。

をもって見守り、監視しなければならないと思う。

1960 年代〜 1970 年代位が第Ⅰ次 A I ブーム

人間は「流行」の「川」に流されてはならないし、

（探索、推論の時代）計算機やデジタル関係の発展。

溺れてもならない。

特徴：数学の定理を証明、チェスを指す等。1980年

「流行」の奥に在るものは「限りがない機械の進化

代第Ⅱ次 AI ブ−ム（知識の時代）
「知識表現」をす

と「人間の飽くなき欲望」か・・・。

る。要は知識を入れたら入れただけ AI は賢くなる

Ｈ・N

という理屈。しかし一時的なものに留まったとか。
2000年代第Ⅲ次 AI ブ−ム（ 機械学習表現学、
囲碁や将棋で勝つ、 文学的表現をする）

このコーナーへの感想やリクエストを
お待ちしております

機械学習とは、開発者が予めすべての動作を決め
ておく従来型のプログラムとは異なり、与えられた
情報を元に学習し、
自律的に法則やルールを見つけ
出す手法やプログラムのことを云う。
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2016年 11月〜12月

一文字に願いを・・・

11月20日（日）藤森神社手作り市
11月22日（火）草木染ワークショップ開催 (聖林院)
12月13日（火）JCIL合同忘年会
12月14日（水）バナナ寄贈
クリスマス会出店

願いを込めて、
心を込めて。

本年もお世話なりました。
この一年皆様には大変お世話になりました。
どうぞ、良いお年を・・・。
来年もよろしくお願い申し上げます。

さら

さら

こんな一年に
したいですね・・・

♥

（金）
から1月5日
（木）
までお休みします。
12月30日
（金）
からです。
年始は1月6日
あ

と

が

き

編 集 後 記

team BUG

発行人／関西障害者定期刊行物協会

来年もよろしくお願い致します。

今回はいろいろとバタバタしていましたが、
何とか携わることが出来て良かったです。
えき田大輔
（ えき田大輔 ）
BUGを通して、様々な取り組みが出来た一年
だった。来年は更なる飛躍をと願う （joe）

〒543-0015大阪市天王寺区真田山町2-2東興ビル4F
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定価１００円

今年もついに終わりそうな時期にやってきた。今年の漢字は
金であったそうだ。五輪の金メダルや某選手の金字塔の金な
どが選考理由。それとPPAPの「金」色の衣装もここまでなら
ば良かったが、前東京都知事の政治資金問題“政治とカネの
金が選考理由だそうだ。今年1年ワークス共同作業所にご注
文して下さった皆様本当にありがとうございました。私自身
バグの編集は大した力になれないまま今年も終わろうとして
いる。これで良いのだろうか？と自問自答する。そして何故
だかペンネームを年末に変更した。文句たれ増も終わりにし
よう。そして次は→maybe所員である（なぜならたぶんが口
癖になってしまったからだ。）
（少し文句垂れ像→maybe所員）

優
優しさが溢れる
そんな年を
目指します︒

年末年始のお知らせ

毎月︵１・２・３・４・５・６・７・８の日︶発行

12月18日（日）京都市身体障害者スポーツセンター

第三種郵便物承認

来年はどんな年に
なるかしら・・・

11月11日（金）ピープルファーストのメンバー2泊3日で韓国へ
（〜13日まで）
11月12日（土）希望の家秋祭り

一九八四年八月二十日

KSKP（BUG）第３種郵便物承認

