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　コロナ禍で今まで当たり前のように出来ていた事が出来なくなり、遊びや仕事等で人
とのかかわり方が大きく変化した2020年。せふぃろと（ソーシャルプランニング流）
でも大きく変化があり、昨年以上に激動の年になりました。
幸いにして新型コロナ感染症ではメンバーさんや職員共に直接的な影響は殆ど受ける事が
無かったので、普段と変わらない事業所の日常が続いている事で皆のひとつの居場所であ
り続けているのだと思うと一安心しています。
2021年は辛丑（かのとうし）。しり上がりに良くなっていく年と言われていますので引
き続き新型コロナやインフルエンザ等に負けず、次の年末迄に成果が出せる様に日々取り
組んで行こうと思っています。

2021年1月 発行

管理者　福田　尊明2020年を振り返って

「ＳＰ」の２文字をモチーフ
に作成した全４種類の中か
ら最も先進的なロゴが採用
されて作った本人としても
非常に満足しています。
　　         　　 （デザイン担当より）

★会社のロゴが新しくなりました★



・大阪自閉スペクトラム症協会　・認定NPO法人 トゥギャザー　・訪問介護事業所こうのとり　・なにわともあれ☆ねっと　・特定非営利法人 互楽会　・視覚障がい乳幼児研究会　・カラーサ (社会福祉士事務所)　・アップル梅田（就労移行支援事業所）　・OSAKA福祉オープンキャンパス
・西淀川学童保育　・社会福祉法人 ライフサポート協会　・金澤信治税理士事務所　・松野剛史税理士事務所　・弁護士 政野猛氏　・株式会社 プロテオールジャパン　・株式会社 ベイシック・ケアリング　・株式会社 ジャスティス　・けあする合同会社　・一般社団法人 ダイアロゴス
・一般社団法人 兵庫県社会福祉士会　・一般社団法人 兵庫県相談支援ネットワーク　・武庫川女子大学発達臨床心理学 研究所　・大阪中之島美術館準備室　・おおさか介護サービス相談センター　・大阪授産事業振興センター　・日本水道協会関西地方支部　・西区社協     ・浪速区社協
・城東区生活自立支援相談窓口　・大阪市：水道局、経済戦略局、消防局、建設局、教育委員会、港湾局、人事委員会

主な実績クライエント様

せふぃろと分室は、
障害福祉サービスの事業所であると同時に、ITクリエイションの現場でもあります。
ここには、クリエイターはもちろん、ソーシャルワーカーも、ミュージシャンもいます。
そして、ひとり一人の働きづらさを“当たり前”として
“ぼちポジ”にそれぞれの得意分野を活かしたスタイルで活動しています。
「あったらいいなぁ」「できたらいいなぁ」をカタチにするために、プロ・アマ問わず
プログラマー、デザイナー、ソーシャルワーカー、地域の人たちが
知恵とチカラを出し合って創り上げる、さまざまな「プロジェクト」をご紹介。

WEB制作では、WEBアクセシビリティを踏まえたデザインやプログラムを意識し、「アクセ
シブルで、誰もが使いやすいサイト」を目指しています。まだまだ完全ではありませんが、
経験と技術を少しずつ積み上げています。

Social

 認定NPO法人トゥギャザー
「ふれあいフェスティバル」 [新規：2020年12月]

けあする合同会社
[新規：2020年2月]

「誰もがアクセスしやすいサイト」を目指して制作しています。WEB
create
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実績紹介2020.1～12

wordpressでの製作がほぼ初めて
であり、悩んで、調べて、相談してと試行錯誤の結果、
イメージに沿ったページになりました。

制作者の声：

『フェスティバル感』を特に意識して
デザインしました。外でなくても例年通り開催して
やるわ！という皆の想いが強い、いいサイトです。

制作者の声：



・大阪自閉スペクトラム症協会　・認定NPO法人 トゥギャザー　・訪問介護事業所こうのとり　・なにわともあれ☆ねっと　・特定非営利法人 互楽会　・視覚障がい乳幼児研究会　・カラーサ (社会福祉士事務所)　・アップル梅田（就労移行支援事業所）　・OSAKA福祉オープンキャンパス
・西淀川学童保育　・社会福祉法人 ライフサポート協会　・金澤信治税理士事務所　・松野剛史税理士事務所　・弁護士 政野猛氏　・株式会社 プロテオールジャパン　・株式会社 ベイシック・ケアリング　・株式会社 ジャスティス　・けあする合同会社　・一般社団法人 ダイアロゴス
・一般社団法人 兵庫県社会福祉士会　・一般社団法人 兵庫県相談支援ネットワーク　・武庫川女子大学発達臨床心理学 研究所　・大阪中之島美術館準備室　・おおさか介護サービス相談センター　・大阪授産事業振興センター　・日本水道協会関西地方支部　・西区社協     ・浪速区社協
・城東区生活自立支援相談窓口　・大阪市：水道局、経済戦略局、消防局、建設局、教育委員会、港湾局、人事委員会

けあするオンライン[新規：2020年11月] アップル梅田[新規：2020年1月]

MOVIE
work

社会福祉法人ライフサポート協会
「らふら」 [新規：2020年7月]

「トコトコともちゅんと
  せふぃろとロゴムービー」
 [新規：2020年10月]
        

谷川工業株式会社
「M’s system」 [新規：2020年7月]初の

ECサイト

ライティングもプロの監修で丁寧に！

写真
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コンセプトは、クリエイターそれぞれが感じる「オモシロイ！」。
それは動画技術だったり、日常のあるあるだったり…。
可能性を探りながら、動画ならではの表現を広げています。

「オモシロイ！」を発信しよう
「せふぃろとあるある①」 
 [新規：2020年8月]

movie here!

movie here!

BASE独自の仕様や商品をより良く
魅せる写真の撮り方など、学ばなければならない事は
沢山ありましたが、その分沢山の経験が積めたと思い
ます。

制作者の声：

自身初の企業製品紹介・試聴予約
サイトの制作。予約日をカレンダーで入力出来るよう
に工夫。レスポンシブによるレイアウトに苦労した。

制作者の声：

「せふぃろとあるある」は分室紹介
動画とのシナジーを考えています。片方の動画を
見たら、もう片方も気になる構成で作りました。

制作者の声：

初めて自分で考えた絵コンテ
が、いろんな人たちの意見やアドバイスで
ブラッシュアップされていき、想像を超えた
仕上がりになりました。

制作者の声：



～みんなの仕事と現場の声～
Outdoor  WorkOutdoor  Work

・お昼ご飯はそれぞれに...
お弁当を持参する人や買って食べる人、
外に食べに行く人など十人十色です。

・毎日複数の業務場所があるので、
ホワイトボードに各業務のシフトを掲示
しており、間違えないよう各自で確認して
います。

・それぞれの現場に出る前の時間
や事務所内でゆっくり働きたいとい
う人はマスクの紐付け等の軽作業
もあります。

基地としての「本館」

　 配る数は多いけど、その分減っ
たことが分かるから配り終えた時
の充実感もあります。
    マンションの管理人にチラシ配
りと勘違いされる時があり、名札や
広報誌を見せて説明するのでコミ
ュニケーションの練習になる。

 　大量の広報誌を自転
車に乗せるので、自転車
を止める時にバランスを
崩さないようにするのが
大変。

　月末月初の一週間で、
封入から配付までせふ
ぃろと全体で共同作業
するので、新鮮な気持ち
で出来る。

ポスティング業務３現場その現場その

　 地域の清掃活動をしています。夏の暑い時期に地域の人から
「いつもありがとう」とお茶の差し入れがあり、嬉しかったです。

  　トイレ清掃は楽しく、やりがいが
ある。汚れているところが美しくなっ
たら気持ちがいい。
　　みんなの使うトイレを綺麗にする
のは大事な仕事だと思う。タクシー
の運転手が「いつもご苦労様」と声
をかけてくれることもある。
     自分の車を洗うのと同じように、
いつも自分たちが使うものをキレイ
にすることは大事なこと。

業務清掃業務２現場その現場その

現場を回るサポート
スタッフ達

　 施設利用客は近くの駐輪場がい
っぱいの時にどうしても公道に止め
る人が多いので、エフを貼ることがた
めらわれる。
　 少しでも放置自転車が減るように
と思ってエフを貼っています。

啓発札 ( エフ ) 貼り
　 歩道にある自転車は、歩行者が少し
でも通りやすいように整理するように
しています。

自転車整理

・ 声掛けをする時は常に笑顔で相手
が気分を害さないように感じ良くす
ることを心がけています。

   挑発してくるような人もいるけど、
それに乗らずにお願いすることが難
しい。
　 声をかけても無視されて止めて
いく人いるのでしゃーないと思う時
がある。

啓発・声掛け ( 駐輪場案内 )

放置自転車啓発業務１現場その



～その他の施設外就労先～
Outdoor  WorkOutdoor  Work

動画撮影・編集のお仕事をしたいメンバー
募集中！

ギフテッドスタイル３施設外就労先
ギフテッドやギフテッドっぽい人達の高い能力からくる個性を活かし、社会の発展に寄与することを目的としています。
ここでは動画作成をお仕事としてやっています。ギフテッドに関するわかりやすい解説動画を作成したり、外部からのオンラ
イン化のニーズに応え、動画の企画、撮影、編集の協力をすることもあります。オンライン研修や動画制作についてご興味が
ある方はお電話ください！(電話番号は広報誌裏にあります。）

NEW

Co-Ringとは、18歳以上の方で自分をギ
フテッド、HSPだと思う方を対象とした当
事者会です。
得意なことや生きづらいと感じること、あ
りのままの自分についてなど、普段話しに
くいことを気兼ねなく話せる居場所を提
供しています。

HSP・ギフテッド当事者会の活動も
支援しています！

「ギフテッドって何？」
と思った方は動画を
チェック！

粉右衛門２施設外就労先

夕方から、テイクアウトの揚げものを
中心に、店内で飲んでいただけるよう
にしています。

お昼は美味しいお弁当を
メンバーと一緒に考え、
調理や配達をしています。

西区南堀江保育園「てのひら」のハロウィ
ン行事でお菓子配りを依頼され、せふぃろ
とのゆるキャラ「ともちゅん」やメンバー
も一緒に子供たちと触れ合いました。

地域との交流も

WEBデザインやミシンを使ったモノづくり、ネット通販運営などなど、一
人ひとりの多様性を重視した仕事をつくり、提供しています。
コワーキングスペースとして地域にも開かれており、独立型社会福祉士
など様々な人の働く場所になっています。

ポリフォニー1施設外就労先

せふぃろとから施設外就労で働
いているメンバーがネット通販
に関する写真撮影・発送作業、
SNS の運営等をしています。 　 裾上げや鍋つかみなどの製品を作るこ

とで、難しいと思うことにも挑戦しなが
ら縫製の仕事に少しずつ慣れていってい
ます。

ブログに使うバナーなどの作成も

メンバーと職員が一緒に考えて作った作品メンバーと職員が一緒に考えて作った作品
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地下鉄桜川駅阪神桜川駅

道頓堀川

　sephiroth@sp-nagare.com　  

地下鉄千日前線・
阪神なんば線桜川駅
２番出口より北へ徒歩約３分

〒556-0021
浪速区幸町 2 -4 -15 
マナベハイツ桜川101

（就労継続支援A型）  
 https://sp-sephiroth.jp

就労創造センター
せふぃろと

西
長
堀
駅

★⑥番出口
KOHYO

大阪市立
中央図書館

ダイコク
ドラッグ

コンビニ エ
イ
ブ
ル新

な
に
わ
筋

千
日
前
線

070-5431-0804

地下鉄千日前線・
長堀鶴見緑地線西長堀駅
６番出口より南東へ徒歩約３分

〒550-0015
西区南堀江 3-12-21 旭ビル３F

（就労継続支援A型）

就労創造センター
せふぃろと分室

Info ～

06-6535-730006-6535-7300

WebWeb

動画編集
サービス

！

企画から
編集まで

全面協力
！

撮影スタ
ジオとし

てもお使
い頂けま

す。

せふぃろと
facebook

せふぃろと
Twitter

せふぃろと
Youtube

06-6562-7735
06-6643-9563 行き方動画はこちら⇒

行き方動画はこちら⇒

〒550-0015
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