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

「ちいさな森のブーランジェリーnoix（ノワ）」広島どんぐり作業所
昨年 9 月 26 日（土）に、
「ちいさな森のブーランジェリーnoix（ノワ）
」
（広島市中区白島北町 12-2 奥野ビル１階、ＴＥＬ080-2939-9146）
がオープンしました。
以前から、広島どんぐり作業所では、自主製
品としてパンの製造・販売を行っています。こ
れまで、催事販売や企業様のお昼休憩などの出
店販売を中心に活動してきましたが、この度、
新店舗を出すことになりました。
毎日、作業所で製造した焼きたてパンを納品
しています。納品は、朝 9 時半と食パンの焼き
上がるお昼の 2 回です。利用者の方も納品に携
わっています。店に納品することで、他の納品
先でも同じように対応できるように、挨拶など
も実習の一つと考えます。
オープン初日は多くのお客様にお越しいただき、その後、地
元のお客様に大変かわいがっていただいています。土日や祝日
には、出張店舗として他の催事やマルシェへ出店販売していま
す。外に出ることで、自分たちの活動を皆様に知っていただき、
他店の方やマルシェの主催者の方々とも交流がはかれ、イベン
トなどにも参加しやすくなっています。
今後も店頭販売のみならず、催事やイベントでの出店に積極
的に取り組みたいと思います。また、利用者の方の就労場所と
して、そして、就労をめざすための第一歩として、利用者が店
で働くことを楽しく、誇らしく思えるような店にしていきたい
です。
「ちいさな森のブーランジェリーnoix」は、毎朝 10：00～
夜 7：00 まで営業しており、定休日は木曜日です。ＪＲ新白島
駅・アストラムライン新白島駅からすぐの場所ですので、お近
くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。
パンの他にお持ち帰りできるオーガニックのコーヒーやジュースなどもございます。
（店長 春名洋子）
1

ラッピング講座

～楽しくかわいくラッピング～

実践をまじえたラッピング講座を 3
回（11/18・12/9・1/20）に分け
て開催しました。講師はギフトラッピ
ングとスイーツラッピングの認定講師
である武田折恵さんにお願いしました。
応募があった事業所から 11 名が参加
しました。
「以前から、事業所クッキーのラッ
ピング方法で悩んでいたのでアドバイ
スをいただきたい」「いろいろ学んで、売れる商品につなげたい」と意欲満々の受講者さん。
第 1 回は、
「手に取って購入する商品と、
手にとってはみるが購入しない商品の違い」
と題して行われました。先生が基本とされて
いる「無駄を省く、でも綺麗、可愛いラッピ
ング」の方法を講習していただきました。基
本のリボン結び、ビニタイの取り付け方法な
リボン結びの練習に
悪戦苦闘されている
受講 者 さん が たく さん
おられました。

どを実践練習し、リボンの長さの地域性やビ
ニタイの危険性なども教わりました。受講者
の感想を一部ご紹介します。
「リボンをいか
に有効活用するかということが勉強になり
ました」
「今まで、色合いや見た目の感じの
み意識していましたが、ケガ、ひだの数等考
えながらラッピングしていきたいと思いま
す」

ビニタイの実践練習。
お客様が怪我をされない
結び方を教わりました。

第 2 回は、「お客様は、どのような色、
包みを好むのか？（見た目）」と題して行

カップケーキラッピング
完成！

われました。まずは、宿題として購入し
た商品を披露し、購入した理由を発表、

「見た目がおもしろい」
「値段が手ごろ」
「箱が後にも使える」「高級
感がある」等々、たくさんの意見が出ました。反対に手に取ってはみ
たが購入しなかった商品も発表、
「雑で汚い」「安っぽい」「値段が高

テトラポット完成！

め」等、お客様の立場に立って商品を見ることで、改めて、見た目の
大切さを学びました。今回も、ラッピングの実践として「テトラポット」
「ハンカチのカップケー
キラッピング」を作りました。指紋が付かないようにテープの貼り方やきれいに見せるための袋
の入れ方などをアドバイスしていただきながら、完成させました。
そして、最後となる第 3 回は「お勧めしたい、商品の見せ方と、意外にも、顔がありました」
と題して行われました。和風・洋風でリボンの位置が違うことや、PR に効果的なシールの貼り付
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け位置など、商品の見せ方の工夫を教わりました。また、お客様の対象に合わせた陳列位置など、
位置を変えるだけで、商品を手に取っていただく率が上がるということも分かりました。
最後の実践は、前回の応用ともいえる、
「カーリングリボンのラッピング」と「合わせ包み」の
作成でした。包装紙をきれいに切るためのカッターナイフの使い方に「怖い～」という声もあり
ましたが、皆さん、手際よく実践されていました。実践中は先生が１人１人の席に回って、アド
バイスされ、皆さん、最後の完成まで懸命に取り組んでおられました。
こうして、実践を主に取り入れた「ラッピング講座」は全３回
をもって無事終了しまし
た。
講座を終えて、受講者
から「早速、職場で実践
します」
「合わせ包みの発
カッターの刃を全部出し
45 度で切るところが難し
そうです。

注が入っているので、ち
ょうど勉強になりました」
「作業所のラッピングを見

箱の角、端の部分をしっかり箱に添
わせて折り込み「合わせ包み」完成！

直す良い勉強になりました」等のお声をいただきました。
最後に、先生のお言葉を紹介します。
「毎回、お出しした皆さんへの宿題は大変だったと思います。
その、宿題も個性あふれ、時には『あっ！』と驚かされるほど
アイデア満載の包み方もありました。私自身、とても勉強にな
りました。包み方は、百人十色！参加されました、皆さんのア
イデアとして残ります。皆様、お忙しいなか、３回にわたりご
参加くださり、誠にありがとうございました。」

「カーリングラッピング」完成！
リボンを箱の角に引っ掛けるとこ
ろが難しかったようです。

セルプフェア 2015、大盛況で終了しました。
昨年１２月３日（木）～１５日（火）
〔９日は定休日〕の１２日間、
ひろしま夢プラザ（中区本通り 8-28）において、公益社会福祉法人
広島県就労振興センターと社会福祉法人手をつなぐ育成会広島市就
労支援センターが主催する「セルプフェア 2015」が開催されまし
た。店頭販売、委託販売に県内 30 事業所が参加し、食品、木工製品、
工芸品など障害者の福祉施設で作られた製品を販売しました。毎年、
準備や販売支援は一定の事業所か
ら推薦された実行委員会の役員が
中心になって行います。16 年以
上続けることで、この開催を楽し
みにしているおなじみのお客様も
増え、昨年よりも約 6％売り上げ
が伸びました。
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「折り鶴ポストカード」の納品を終えて
昨年 4 月より広島市の被爆 70 周年記念事業として
平和記念資料館で「折り鶴ポストカード」の配布が始
まりました。センター通信 226 号でもお伝えしたとお
り、このポストカードには、千羽鶴ファクトリーチー
ム（30 事業所）が解体した千羽鶴が使われています。
このポストカードは、すまいるスタジオが窓口となり、平和記念資料館への納品や請求事務手続
きを平成 27 年の 4 月から開始、
同年 12 月 22 日に無事に最後の納品を終えることができました。
これで年 6 回（合計 130 万枚）の納品が完了しました。この場をお借りして、各方面でご協力し
ていただいた関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。
今回は障害者優先調達推進法に基づいた広島市からの発注でしたが、特筆すべきは、事業所チ
ームの共同作業に対する評価が今回の発注につながったことです。このような取り組みは、同法
スタート後、先駆的な取り組みでもあり、今後は千羽鶴再生紙とともに各方面に発信していくこ
とも千羽鶴ファクトリーチームの役割だと感じました。 （すまいるスタジオ

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)

金子 智範）

出店販売

2・3 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。
広島市役所 1 階ロビー（東側）
事業所（１）
事業所（2）
広島どんぐり作業所
工房とも

事業所（3）
元気工房やる気まんまん

SOAR きつつき

安芸の郷

つくしんぼ作業所

16 日

未来館

なないろ作業所

おりづる作業所

23 日

SOAR きつつき

アイサンサン作業所

みのり作業所

1日

広島どんぐり作業所

元気工房やる気まんまん

すまいるスタジオ

8日

未来館

おりづる作業所

つくしんぼ作業所

15 日

SOAR きつつき

なないろ作業所

アイラブ作業所

22 日

未来館

スーリール

ワークハウス スマイル

29 日

もみじ福祉会

アイサンサン作業所

みのり作業所

出店販売日
2日
2
月

3
月

9日

出店販売日
2日
9日
2
月
16 日
23 日
1日
8日
3
月
15 日
22 日

安佐北区役所１階ロビー

安佐北区総合福祉センター２階

ウイング可部

NPO 法人

特定非営利活動法人

つくし工房可部

憩

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

ウイング可部

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

ウイング可部

特定非営利活動法人

特定非営利活動法人
ＮＰＯ法人

つくし工房可部

憩

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば
ウイング可部

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば
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つくし工房可部

可部つちくれの家

