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2017 年 2 月 11 日、第 14 回アビリンピック京
都大会のワード・プロセッサ部門に過去最多 7 名
のメンバーが出場し、日頃の勉強の成果を発揮さ
れ、特に盛り上がった今大会となりました。 平
成 29 年度もこの勢いで、メンバーのみなさんが
目標に向かって取り組んでいけるよう、スタッフ
一同も頑張っていきたいと思います。
（スタッフ

丸本）
出場メンバーのみなさんとスタッフ

今回、アビリンピック京都大会で努力賞を頂け
たのは、アイコラボスタッフが丁寧に指導してく
れたのと課題をひたすらやっていたのでワード
勘？みたいなモノができていたからだと思いま
受賞おめでとうございます
ワード・プロセッサ部門
努力賞

尾崎雅司さん

す。 アイコラボの皆さんに祝ってもらえてとて
も嬉しかったです。今度は MOS 資格を獲るため
に頑張ります。

（メンバー 尾崎）

僕がアビリンピック京都大会出場で今回挑戦
したことは、ワードで京都嵐電の案内や地図の作
成と英文の祇園祭案内の２つの課題です。出場し
て良かったのは、１時間 30 分という長い時間ず
っと集中して課題に取り組めたコトと難しかっ
たけれども、時間内に課題を結構仕上げられたこ
とです。
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（メンバー 木川）

I-Collabo Times 2017 春号

（※美会とはアイコラボ内の美をテーマにした女子会です。
）

🌼 8/24

納涼～浴衣、ヘアセット～ 🌼

浴衣が着れて、最高に嬉しかったです。オシャレにメイ
クをしました。盛スタッフがメイクをしてくれ、児島スタ
ッフが私の髪の毛の飾り付けをしてくれました。楽しかっ
たです。
（メンバー中村友美）

🌼 1/19

ビューティーランチ 🌼

先日は女子会で、松井山手のメランジュ・ドゥ・シュハリ
に行ってきました。パンケーキやガレットを頂きました。カ
フェの一時、一番華やいだのは女子トークだったのではない
でしょうか！？
（スタッフ佐々木）

🌼 2/15

やまとなでしこ茶道体験 🌼

２月１５日の美会は、茶道体験でした。猪口スタッフの
美しいお点前に、皆さん興味津々でした！気分はまるで大
和なでしこ💛皆さん、おいしいお茶と甘いもんでほっこり
されていました。また開催しとおす♪
（スタッフ児島）

🌼 3/22

夏を先取り☆ヘアアクセ作り 🌼

美会で夏に向けてヘアアクセサリーでいろんな貝
やシーグラスなどを作りました。私はシーグラスが
気に入りました。
（メンバー中村知美）

待ってました！男塾！

ラーメンを食べに行こう!

アイコラボのレディたちは美会を開き、ますますきれい
になり、装いも美しくなって、連れ立ってランチを食べに
行っています。それに比べ、男性陣はシャイな人が多いの
で、どこかに行きたくても声に出さず事務所でお昼ごはん
の毎日。そこで、Ｋ君の「ラーメンを食べに行こう」
というリクエストに男性達はもろ手を挙げて賛成、女子会
ならぬ男子会？で楽しくすごそう、さて、どんな男子達
？の話が聞けるかなぁ？
（メンバー 角井）
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ア イ コ

L I N E

アイコラボ→エキスポシティ

ではではＮさん、I さん、
近未来シアターの
「オービィ」はどうでしたか？
(/・ω・)/

ゴリラの３D 映像が大迫力で、
水しぶきが飛んできたので
ビックリした～！

2017 年 4 月 22 日(土)
館内で溶岩が溢れ出たり、
大きなムシが
寝転がっていたり！？(=ﾟωﾟ)ﾉ

Ｎさん、今回のドキドキ小旅行
「エキスポシティ」は
どうでしたか？(/・ω・)/

お昼ごはんがいつもよりも
豪華だった(#^.^#)
いろんなメニューがあって
迷ったけど、カルボナーラが
美味しかった(=ﾟωﾟ)ﾉ

面白かったですよネ！
プロジェクションマッピング！
わたしも興奮しました！(=ﾟωﾟ)ﾉ
最後にＧさん、最後の大観覧車は
いかがでしたか？(/・ω・)/

天気もいいし、眺めもいいし、
懐かしい太陽の塔も
よく見えました。
こ～んにちは～♪こ～んにちは
～♪にし～のくにから～♪
(*’▽’)

T さん、動物と触れ合う
「ニフレル」
はどうでしたか？(/・ω・)/

めずらしい魚がいっぱいいて！
癒されて、良かったです。
あのお魚たちは
食べられるのかな？(=ﾟωﾟ)ﾉ

食べたらダメだと思います。
(#^.^#)

Ｇさんが歌いだしました！！
若いメンバーやスタッフは
そんな大阪万博の懐かしい歌
なんて知りませんよ！？
(#^.^#)

To Be Continued
「日本一幸せな１８分♪」

岡本誠 作

日
本
一
の
観
覧
車
！
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田中辰雄さん
パソコンは触った事も
無かったですが、今では
字を打ちこむぐらい出来
る様になりました。これ
後藤勇司さん

からも頑張ります。

人見知りでシャイな僕
ですが少しだけ頑張って

二渡正樹さん

いきたいです。MOS 資格を

学校を卒業して４月か

取得していきたいです。

ら来ました。趣味は散歩
とゲームです。アイコラ
ボではデザインの勉強を
頑張りたいです。

中嶋照仁さん

井上大翔さん

妻、長男、長女、次男
の５人家族でございま
す。趣味はドライブ、ゴ
ルフ、競馬です。よろし
くお願いします

顔を合わせてない方も
よろしくお願いします。
まだまだ覚えることが沢
山あるのでこの調子で頑
張ります！

平成 28 年度

イベント報告

🎅 12/23 クリスマス会

🚃 5/21 鉄道博物館
電車がいっぱい並んでい
ました。一緒に写真を撮りま
した。とても楽しく嬉しかっ
たです。そして、とっても暑
かったです。
（メンバー中村友美）
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女装のおかま、派手なマジ
シャンとサプライズゲスト
が登場。実は奈良交通のバス
運転手さん達が仮装ショー
を行ってくれました。ニコニ
コの 1 日でした。
（メンバー 矢島）

🍖 11/3 バーベキュー大会
すずやかな風を感じ、森の
中でのバーベキュー。いろん
な料理を楽しみながら親睦
を深められたのは、僕にとっ
て久々の息抜きとなり、とて
も楽しかったです。
（メンバー 後藤）
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「アイ・コラボ」を見にきませんか？
○アイ・コラボレーション京都では、通所目的の方や、多くの方々に日頃の
業務や活動を知っていただくために事業所見学を実施しています。
所内のパソコンには、学習や作業に必要なソフトがインストールされ、
各自の能力は十分発揮できる環境が整っています。
○見学日時： ＡＭ１０：３０～ＰＭ４：００（年末年始、土、日、祝日は除く）
お手数ですが事前にお電話でご予約下さい。(２Ｆ ０７７４－６４－７４７４)
※駐車場はございませんので、お近くの有料駐車場を御利用又は公共交通機関で
お越し下さいますようお願い致します。

アイ・コラボレーション京都業務内容
一般企業からの受注

ＳＡＰ法人内受注作業等

※ ホームページ

※ パソコン資格取得

企画、制作、運営管理
※ 各種デザイン
ロゴデザイン、チラシ、パンフレット
キャッチコピーのご提案など
※ 集計
データ入力からグラフ化
※ ムービー編集
紹介ムービーから記録ムービーなど

お問い合わせ

TEL 0774-64-7474
FAX 0774-64-7232

※ キャラクターデザイン制作
※ 機関紙発行
※ 名刺、カード
※ 文書入力、データ入力、シート作成
※ テープ起こし
（シンポジウム、会議等の音声ファイルを文書化）

お問い合わせ
ピースロード

TEL 0774-66-1290
FAX 0774-66-1390

NPO 法人 SAP の事業所紹介
アイ・コラボレーション京都

みかげ。

ふっとぷりんつ

（日中活動支援 定員２０名）
就労継続支援Ｂ型・生活介護

（日中活動支援 定員２０名）
就労継続支援Ｂ型

（日中活動支援 定員２０名）
生活介護

モモ
グループホーム

無限園
（日中活動支援 定員２０名）
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サポートセンター太陽
ヘルパー派遣事業

ぶーけ
ショートスティ
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