平成３０年度 活動報告書
NPO 法人 シンフォニーネット
１.事業実施の状況

シンフォニーネットは、受益対象者である自閉症・発達障害児者、その家族、及び地域住
民が必要とするニーズを適確に把握することに努め、その実現のために必要とされる事業
を立案、実施した。
なお事業種類は定款に基づき記載している。
① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉サー
ビス事業(mimi hana カフェ 事業)
就労継続Ｂ型事業所の運営。
利用者の個別のニーズに沿った支援を心がけ、利用者の通所継続と利用者数の増
加を目指した。
平均利用者数平成 29 年度 10.6 名→平成 30 年度 13.6 名

誕生会 毎月開催 (4/26 5/23 6/14 7/26 8/24 9/22 10/18 11/21 12/21
1/23 2/13 3/14)

事業所の広報
KRY24 時間 TV 物販ブースにて販売 山口ローカルでの放映
インターネットニュース 「かんもんノート」
4 月 9 日 mimi hana カフェ 4 月 10 日 スペースもふ。 掲載
読売新聞 下関市広告「空き家対策」成功事例として mimi hana カフェが掲載

職員のスキルアップ状況
6 月 18 日 職員健康診断
6 月 22 日 山口県セミナーパーク 豊嶋研修
6 月 23 日 山口県障害福祉サービス協議会 特別研修会
「障害者福祉サービス制度のこれからの方向性及び平成 30 年度の報酬改定につい
て」 「制度の方向性及び報酬改定に適切に対応するために」
7 月 20 日 動物管理研修

7 月 13 日 職員全員研修 公益財団法人ヤマト福祉財団 主催
「障がい者の働く場 パワーアップフォーラム」 福岡市 エルガーラホール

他団体主催研修会への参加
8 月 20 日 職員研修 光あけぼの園 光市
9 月 21 日 感染症対策研修 豊嶋 山口県セミナーパーク
9 月 22 日 JC-NET ジョブコーチ基礎セミナーin 山口
10 月 2 日 平成 30 年度 児童・障害者福祉施設等施設長研修 山口県セミナーパー
ク
10 月 25 日～26 日 平成 30 年度 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(初任者
コース)
11 月 12 日～13 日 平成 30 年度 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(チーム
リーダーコース)
12 月 4 日～5 日 平成 30 年度 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(中堅職員
コース)
平成 31 年 1 月 15 日～16 日 平成 30 年度 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課
程(管理職員コース)
２月２０日 職員研修 下関市就労部会 講演会 下関社協
平成 31 年 3 月 19 日 山口県障害福祉サービス協議会 管理者研修会
３月１９日 山口県障害者福祉サービス協議会 総会

利用者の工賃の向上(月平均 8000 円)を目指し、平成 30 年度 8109 円となる。
イベントへの積極的出店や内職の売り上げが上がった。

カフェイベント マルシェ等
・全国ナイスハートバザール２０１８ながの(10 月 20 日～24 日)
・第 26 回日本社会福祉会全国大会(7 月 7 日～8 日)
・第 24 回山口県障害者芸術文化祭(12 月 3 日～6 日)
・cocoross 笑顔マーケット 山陽小野田(1 月 12 日～14 日)
下関(11 月 30 日～12 月 2 日)
・しんきんフェア 海峡メッセ下関(5 月 16 日)
・ワンディピクニック (5 月 20 日)
・シーモール みんなでワークショップ(7 月 25 日・27 日)
・英国領事館 夏のワークショップ(7 月 29 日)
・ローズウインドウワークショップ(7 月 31 日)
・誰でもできる筆文字講座(8 月 2 日 毎月第２木曜 定期開催)
・バルーンアートワークショップ(8 月 23 日)

・英国領事館 夏のワークショップ(8 月 25 日)
・２４時間 TV KRY 物販ブース(8 月 26 日)
・バルーンアートを楽しもう(９月１５日)
・ONO トライアングル (９月２１日)
・ローズウインドウワークショップ(１０月２日)
・花博 想い出つくり ウッドバーニングワークショップ(１０月６日)
・エコフェスタ 環境みらい館(１０月７日)
・花博 県民活動デー 出店(１０月２３日)
・長府こまもの市(１０月２４日～２５日)
・鉄道ふれあいフェスタ JR 西日本 展示(１０月２７日)
・シーモールハンドメイドフェスタ(１１月１１日)
・ローズウインドワークショップ(１１月１４日)
・関門キャンドルナイト(１１月１７日～１８日)
・ソープカービングワークショップ(１１月２７日)
・糸掛け曼荼羅ワークショップ(１２月８日)
・ソープカービングワークショップ(１２月１１日)
・アーティフィシャルフラワーのワークショップ(１２月１８日)
・手をつなぐみんなの福祉フェスタ(12 月 24 日)
・ソープカービングワークショップ(１月２６日)
・アロマワークショップ 万能オイル作り(２月２７日)

職場体験・実習受け入れ
下関総合支援学校、下関南総合支援学校、下関豊浦総合支援学校
文洋中学校、向洋中学校、日新中学校

避難訓練
通報訓練・消火訓練等 (１２月１２日)

mimihana 通信 発行予定 毎月１日 利用者への連絡、イベント内容の告知等

地域との交流

・新地こども食堂１・２・３ 開始(９月１７日 １０月８日 １２月２４日)
・新地だんらん食堂１・２・３(１月２６日 ２月１６日 ３月１６日)

② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談
支援事業
今年度の開設予定は無し

③ 自閉症・発達障害児者に対する正しい理解を啓めるための事業
自閉症・発達障害児・者とその家族支援に関しては、街の交流拠点であるカフェの運
営の中で、日常的にまたは、ワークショップとして「自閉症・発達障害児の子育て支援・
家族支援・相談に関する事業」を行なった。

6 月 7 日 特別支援教育推進委員会 会議
6 月 19 日 県民活動推進審議委員会 会議
7 月 12 日 王喜地区児童民生委員会 見学
下関市自立支援協議会 会議
９月１３日 県民活動推進審議会委員会 会議
１１月５日 グリーンコープ 福祉講演会講師 (周南市文化会館)
１１月２２日 理事会 総会 代表交代
１月９日

前田市長 表敬訪問 世界自閉症啓発デーについて

１月２０日 空き店舗＆リノベ実践ツアー 受け入れ
２月１４日 広島県ペアレントメンター養成事業 講師
２月２１日 下関市自立支援協議会 会議
２月２２日 空き店舗＆リノベ実践塾 パネリスト

自閉症・発達障害児者の本人、家族、関係者及び一般市民に対する情報提供
SNS,ホームページは頻繁な更新を心がける。
全国的な外部団体への団体加入２件を始め会員全員が常に情報を集め共有することに
勤めた。
JDD-NET 日本発達障害ネットワーク エリア会員
山口県障害福祉サービス協会会員
下関市自立支援協議会委員

下関市特別支援教育推進委員会委員
山口県ペアレントメンター（２名在籍） 下関こども発達センター 保護者会講座 4 回
山口県県民活動審議委員

啓発イベントの開催
4 月 2 日「世界自閉症啓発デー」ライトイットアップブルーin しものせき祭２０１８
下関市主催 世界自閉症啓発デーライトアップ事業協力
はい!かっらと横丁 大観覧車 点灯式
ご当地ゆるキャラ、ヒーロー集結協力
タイガーフーク クロフネマン
しもるん エコぺんくん はい!からっとくん こころん
・ベイスターズ 出店(３月１０日)
３月３１日 ライトイットアップブルーin しものせき２０１９祭 海峡メッセ
・関門キャンドルナイト (１１月１７日～１８日)
・下関社会福祉協議会チャリティーイベント(１１月２２日)
大学の授業や研修生の受け入れ 論文協力
・全国特別支援教育 研究 ペアレントメンター ヒアリング調査 協力(３月１５日)
・北九州大学 佐藤教授 研究調査 ヒアリング
1 月 31 日 カモン FM 出演(豊嶋)
３月１５日 fm キタ Q クロフネマン Happy to the world 出演

・「募金百貨店プロジェクト」に昨年度より引き続き参加
・山口県募金百貨店 寄付金贈呈式(１１月１５日)

事務局は法人として事務管理能力の更なる向上に努めるため、専門家(税理士・労務
士)に協力してもらい、適正な運営をした。

