ズムを整えたい」「働くことの価値や喜びを感
じてみたい」そんな風に独りで悩んでいませ
んか？私たちは、障がいを抱えていらっしゃ
る方々の「働きたい」という思いに応える取
り組みをしています。ホープオフィス本町で
は、自分のペースで軽作業的な業務に取り組
めます。また、知識や資格、癒し、そんなさ
まざまな角度から、あなたが社会に一歩踏み
出せるように、精一杯、支援していきます。

かもしれません。勇気を出して、まず、第一
歩に、HOPE オフィス本町へ来てみてください。
共に力を出し合いましょう。
あなたの明日はきっと明るい !!

ホープグループ

ホープグループはあなたの「働きたい」をサポートします。

動画編集を教えていただきました。動画撮影の
ソフトが違うため講師の方と答えを出すのに時
間がかかったけどいい結果が出ました。40代男性
時間を自分で決めて、自由にや
りたい訓練ができる。 30代女性

HOPEはとっても楽しいと
ころです。

20歳男性

Webセミナー、久しぶりの
参加だったので、楽しかっ

体調に合わせて作業や訓練が

たです。

できる。工賃や施設の雰囲気

50代男性

がよい。

ウェブページ制作の参考になる
webサイトを紹介していただき
とても嬉しかったです。ありが
とうございます。

50代男性

HOPEオフィス本町

町
本
ス
ィ
フ
オ
E
P
HO

！
始
開
験
体
・
学
見
新規開設 ＆
オフィス街の中心地に
新設！

30代男性

いろんな話題やクイズとバラエ
ティーに富んで面白い。どれも
わかりやすく楽しい。 50代男性

利用者
様の声

お気軽にお問い合わせください！

施設

就労継続支援 B 型

様々なお声を
いただいております。

大阪メトロ 本町駅

中央大通り

15

06-6251-7711

HOPE
オフィス
本町
坐摩神社

御堂筋

四ツ橋筋

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 4 丁目 2-15 岡地ビル 4F

南御堂

通所時間
開設曜日

※わからないことや詳しいことはご相談願います。

※地下鉄「本町駅」の 15 番出口より徒歩 1 分

10:00〜16:00
月〜金曜日

（祝日・年末年始などを除く）

集 い︑
学 び︑
心 を癒 す空間

施設に通ってみるには、最初は勇気が必要

ホープオフィス本町でできること

「働きたいのに一般就労は難しい」
「生活リ

就労生活支援サービス

地下鉄本町駅15番出口から
徒歩1分！

就労 生活支援サービス

ホープグループ
HOPE オフィス北浜

（就労移行 /B 型）

（本部）大阪市中央区島之内1-21-19
〔ポータルサイト〕https://hopegroup.jp/ 〔連絡先〕06-6251-5800

HOPE オフィス長堀

（就労移行 /B 型 / 就労定着支援）

HOPE オフィス堺

（就労移行 /B 型 / 就労定着支援）

HOPE サポート北浜

〒542-0082

〒590-0076

〒541-0046

アドバンスビル北浜 3F

オリエンタル堺筋ビル 3F

現代堺東駅前ビル 5F

胡屋ビル４F

TEL.06-6223-2611

大阪市中央区島之内 1 丁目 21 番 19 号

TEL.06-6251-5833

堺市堺区北瓦町 2 丁 4 番 18 号

TEL.072-275-6767

ない。社会生活が厳しい。障がいを持っている。

（就労継続支援 B 型）

〒541-0045

大阪市中央区道修町１丁目７番 10 号

就職が決まらない。コミュニケーションに自信が

大阪市中央区平野町１丁目 5 番 11 号

TEL.06-6282-7230

他施設もご利用いただけます。お気軽にご相談願います。

対象

そんなあなたに専門ス
タッフが誠意を持って対
応します。

精神・発達・身体障がいなどをお持ちの方。通所には受給者証が必要です。
受給者証を発行するには障がい者手帳または医師の診断書が必要です。
※手帳がなくても医師の診断で受給者証を発行できることがあります。詳しくはご相談ください。

文章セミナーで自分を見つめる

就職に役立つセミナーや
お楽しみセミナーで、自信を
つけたり興味を広げる

文章を書く。そのための基本と実践をやさしく指
導し、セミナー受講者の方が次々と電子書籍デ
ビューをしています。

文章セミナーのテキスト。

パソコンを使うこともあります。

電子書籍で自己表現
HOPEでは、利用者さまの書いた原稿を専
門家が指導し、電子書籍、ホープブックス
として出版する活動を行っています。

電子書籍の表紙たちです。様々な種類の作品があります。

電子書籍はタブレットで閲覧
できます。

電子書籍の制作画面です。専
門のスタッフが作成します。

デザイン・動画編集で
自己表現や
ニーズをつかむ力を養う
フォトショップ・イラストレーター・プレミア
ムプロなどの Adobe ソフトを使って、デザイ
ンの勉強をしたり、自己表現したりできる活動
を行っています。
講師と利用者さまのセミナー風景。ニーズに合わせて進みます。

ホー
ープ
プグ
グル
ルー
ープ
プは
はさ
さま
まざ
ざま
まな
な活
活動
動で
で
ホ
利用
用者
者の
の方
方々
々に
に喜
喜ば
ばれ
れて
てい
いま
ます
す︒
︒
利

文章セミナーの様子。ゆったりとした雰囲気で進みます。

エクセル・ワード研修で
スキルを身に着ける
実務系就労に必要なエクセル・ワードを
勉強したり、時には資格取得のノウハウ
をみにつけるための訓練をすることもで
きます。

障がい者の方を応援する
サイト、
「ペルオン」を運営
障がいの当事者が作る当事者目線のサイト
が作れないかと思い、サイトを立ち上げま
した。生きるヒントがあるかもしれません。
ぜひのぞいて、活動をみてください。あな
たを応援しています。
ペルオンのトップページと特集ページ。

（サイトへ GO!）

特集画像の一コマ。

心をほぐして
表現する力を培う
環境づくり

ノンバーバルを含めた表現

きめ細かな就労準備

やコンピューターグラ

様々な研修・実習・クラ
ブで就職や学びたい意欲

フィックなどで気持ちの

をサポート

表現も応援

体調に合わせて無理
なく進められるカリ
キュラム

アニメを作ることもできます。

様々な特集を組んでおります。

ホープでの活動を支える６つの特徴

個人のニーズに合わ
せた個人別カリキュ
ラムと面談

何人かで一緒に学びます。

電話対応や挨拶の仕方など、就職で必要
なスキルを身に着けたり、また、手話教
室や、リラクゼーションセミナーなどさ
まざまな、お楽しみセミナーもあります。

個人のニーズに合
わせて、ご家族や
関係支援機関と連
携した全体的サ
ポート

交通費・食費・工賃
で生活のサポート

交通費の補助をはじめ、昼
食補助、工賃が出る仕事な
どで生活をサポート

就職後も職場を定
期訪問・充実のサ
ポート

施設の職員が定着のための
支援を行います

