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Create(創造) ,Challenge(挑戦),Collaborate(協働)を大切に

南区作業所連絡会
in イオン宇品店

自主製品販売会
開催報告

今年も 7 月 30 日（土）
・31 日（日）の 2 日間、イオン宇品店 2 階
イベントスペースにおいて「南区作業所連絡会自主製品販売会」を開催
しました。
今回出店した作業所（今は「福祉事業所」といいます。）は、南区作業所連絡会加盟の未来館、
ミルキーハウス、元気工房やる気まんまん、みどり作業所、ふるーる、トムハウスでした。
この「南区作業所連絡会自主製品販売会」は、イオン宇品店が開店した 2004 年から毎年開催
されているイベントで、南区の障がい者作業所の取り組みを地域の皆さまに知っていただける良い
機会となっています。この販売会に向けて、各作業所は、お菓子や
木工品・手芸品など各自自信作の自主製品を出品し、お客さんにア
ピールしています。また、夏休みということもあり、ビーズ作りや
万華鏡作りの体験コーナーやわなげやくじ引きなどのゲームコーナ
ーも設け、とても賑わっていました。
「南区作業所連絡会」は、南区内の小規模無認可作業所が集まり、
南区社会福祉協議会の支援を受けて発足したもので、すでに 15～
20 年前から活動しています。南区内に点在していた小規模作業所
同士で、困ったことを相談し合ったり、職員間・利用者間の交流を
はかったりしました。すると、顔がわかる関係、他の障害の方を理
解し合える関係ができてきました。
そんなときに、イオン宇品店が開店し、お店の担当者様から、地
域の小規模な作業所への支援や社員のボランティア活動などのお話
をいただきました。南区作業所交流会の雪遊びに社員 5 名がボラン
ティア参加したことから始まり、今でも、年に 1 度の交流会には参
加していただいています。また、自主製品の販路が乏しく困ってい
たところ、事業所製品を地域の方に知ってもらうためにと、お店の
開店記念祭に販売スペースをくださいました。その取り組みが今年
まで毎年続いているのは、イオン宇品店の店長様をはじめ担当者様
が地域の作業所の活動をご理解してくださっているからだと思って感謝しています。さらに、毎週
火曜日の定例販売が始まりました。２階のエレベーター横で、11 時～16 時まで 1～2 カ所の作
業所が出店しています。是非ともお越しください。
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（連絡会代表

武田佳浩）

地域に開かれた店づくりを……「喫茶いくせい」
～上安バスターミナル店・広島ビッグウェーブ店～
｢喫茶いくせい｣というのは、社会福祉法人「広島市手をつなぐ育成会」のひとつの事業所、「育
成会上安作業所」が運営している喫茶店です。
始まった当初はコーヒーを提供する程度の店だったので「喫茶」と名がついていますが、いまや
食事がメインの店になって、お客様も食事のためにご来店になる方が多くなっています。
「喫茶いくせい」には二つ店舗があって、ひとつはアストラムライン上安駅１階にあり、もうひ
とつは前田ハウジング東区スポーツセンターの２階にあります。この二つの店は姉妹店となってい
ます。
二つの店にはそれぞれ特徴があっ
て、上安店は地域の比較的ご高齢の方

営業時間｛11：00～17：00｝
定休日｛土・日曜日、祝日｝

がご利用になります。
牛田店は主にス
ポーツ観戦や牛田公民館に来られた
方が食事をされることが多いので、
比
較的若い方やご家族連れが多いよう
です。
喫茶いくせい上安店

どちらの店もお客様にゆっくりく
つろいでいただけるよう努力して
います。以前はあまりお客様がい
らっしゃらなくて淋しい思いもし
ましたが、従業員の努力や工夫が
功を奏して、最近ではお客様が増
営業時間｛10：00～17：00｝

え、時には人手が回らないほど大

定休日｛火・水曜日｝

忙しになったりします。
喫茶いくせい牛田店

それでも従業員はみんなスキルアップしていて、なんとかうまく切り盛りしているようです。
「ここはすごく落ち着けるからゆっくりできていい」と言ってくださるお客様の言葉に表されてい
るように、喫茶いくせいは地域の方々に開かれた喫茶店としてのポリシーを大切にしています。そ
うやって、地域の方に親しんでいただくことが障害者理解をすすめることにつながると思うのです。
「喫茶いくせい」は、喫茶店営業を通して地域の活性化に協力し、併せて障害者理解の啓発活動
を進める最前線基地のつもりで日々励んでいます。
（所長 松田 孝司）
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イベント紹介

神田山荘フェスタ 2016
日時：平成 28 年 10 月 2 日（日）事業所販売時間 10：00～16：00
場所：天然温泉クアハウス神田山荘（東区牛田新町 1-16-1）、ＨＰ（www.kandasansou.jp/）
入場料金：一般：550 円・被爆者・小学生以下無料

※温泉料金等含む

問い合わせ先：神田山荘 TEL 228-7311

3 事業所が出店販売

秋のグリーンフェア 2016
日時：平成 28 年 10 月 1 日(土)～10 月 10 日(祝) 9：00～16：30 (入園は 16：00 まで)
場所：広島市植物公園（広島市佐伯区倉重三丁目 495）
入場料：無料（駐車料金は有料）
花苗のプレゼントやコンサート・地元特産品販売など多数のイベントを開催します。
イベントスケジュールは、広島市植物公園ＨＰ(www.hiroshima-bot.jp/)でご覧いただけます。
『芝生広場』で、フェア期間中、土日祝のみ各日 1～4 事業所が出店販売

第 22 回

広島市スポーツ・レクリエーション・フェスティバル

日時：平成 28 年 10 月 9 日（日） 10：00～16：00
場所：広島広域公園多目的広場（広島市安佐南区大塚五丁目）
ＨＰ（www.sports-or.city.hiroshima.jp/event/）
主催：広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会
『ふれあい広場』において 5 事業所の出店販売

スケートリンク開場祭 2016
日時：平成 28 年 10 月 30 日（日） 販売時間 10：00～16：00
場所：ひろしんビッグウェーブ（旧広島市総合屋内プール：広島市東区牛田新町一丁目 8-3）
主催：広島市スポーツ協会

問合せ先：TEL 222-1860

ＨＰ（www.sports-or.city.hiroshima.jp/locate/02/）

『喫茶 いくせい』
（２Ｆテラス）もご利用ください。
『エントランス』4 事業所、『リンクサイド』１事業所が出店販売

第 32 回西区民まつり
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日） 9：20～16：00
場所：広島サンプラザ及び西部埋立第 5 公園
主催：西区民まつり委員会

ＨＰ（www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1409026971088/index.html）

問合せ先：TEL 532-0927（事務局）４事業所が出店販売
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出店販売マナー教育情報交換会

第 5 期に向けて「千羽鶴ファクトリー」報告会

9 月 8 日（木）
、育成会総合福祉センターに

9 月 13 日（火）、育成会総合福祉センターにお

おいて、出店販売における利用者のマナー教

いて、広島市障害自立支援課長、被爆体験継承担

育について情報交換会を開催しました。アド

当課長等関係者５名をお迎えし、「千羽鶴ファク

バイザーに「ふれあいプラザ店長

坪倉良子

トリー」第 4 期（昨年 9 月～今年 8 月）の活動報

氏」を迎え、８事業所８名が参加、当センタ

告会を開催しました。千羽鶴解体を行う事業所か

ーの職員も含めて日頃悩んでいることについ

らは、第 5 期からチームに新たに加わる 4 事業所

て情報交換をしました。障害の違いから配慮

を含んだ 34 名が参加しました。今年も原爆資料

すべき点は異なりますが、普段の対応がお客

館で来館者に千羽鶴再生紙ポストカードが配布

様にとっては適切ではないことなどが浮き彫

されていること、折鶴再生製品がふるさと納税の

りになり、役に立ちました。

贈呈品になったことなどの報告がありました

新職員紹介
8 月 1 日から就労支援センターで勤務になりました此谷玲緒奈です。不慣れな事も多々ありご迷
惑をおかけしますがよろしくお願いします。

広島市役所 1 階ロビー、安佐北区(区役所、総合福祉センター)

出店販売

10 月、11 月の出店販売は下記のとおりです。販売時間は 12：00～13：00 です。皆様の
お越しをお待ちしています。安佐北区出店販売は第 5 火曜日をお休みさせていただきます。
広島市役所 1 階ロビー（東側）
出店販売日
4日
11 日
10
18 日
月

11
月

25 日
1日
8日
15 日
22 日
29 日

出店販売日
4日
11 日
10
月
18 日
25 日
1日
8日
11
月
15 日
22 日

事業所（１）
未来館
広島皆賀園
ＳＯＡＲきつつき
未来館
広島どんぐり作業所
ＳＯＡＲきつつき
未来館
広島皆賀園
未来館

事業所（2）
広島どんぐり作業所
安芸の郷
スーリール
元気工房やる気まんまん
おりづる作業所
なないろ作業所
スーリール
アイサンサン作業所
もみじ福祉会

安佐北区役所１階ロビー
お菓子工房エール
つくし工房可部
可部つちくれの家
亀崎夢ひろば
お菓子工房エール
つくし工房可部
憩
亀崎夢ひろば

事業所（3）
みのり作業所
つくしんぼ作業所
なないろ作業所
ワークハウススマイル
サンライズ
みのり作業所
アイラブ作業所
ワークハウススマイル
つくしんぼ作業所

安佐北区総合福祉センター２階
憩
亀崎夢ひろば
お菓子工房エール
可部つちくれの家
つくし工房可部
亀崎夢ひろば
お菓子工房エール
可部つちくれの家

記事にする話題、情報がありましたらお知らせください。
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