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

良和ハウス・プレゼンツ・スポンサードゲーム
昨年に比べものならないくらいに、優勝に向かって「真
赤激」の広島東洋カープ。今年も、良和ハウス様から、
カープ観戦にご招待いただきました。昨年は黒田旋風、
観戦日は黒田投手の好投により勝利、2 年続けて勝ち試
合を観ることができました。今年も、８月７日（日）、広
島カープ・スポンサードゲーム対巨人戦へ、野球観戦 90 名、スタジアムツア 10 名のご招待が
ありました。招待された方々の応援は、何がなんでも四半世紀ぶりの優勝を期待しながら、熱風
が渦巻くものと予想されます。是非とも７日も勝って優勝へ弾みをつけてほしいものです。
ところで、今回の観戦には、30 事業所、スタジアムツアには 3 事業所から申し込みがありまし
た。昨年観戦していない事業所と多くの利用者さんが参加できることを優先し、結果、野球観戦
は 18 事業所、スタジアムツアは 2 事業所が選ばれました。約 1 時間のスタジアムツアでは、普
段見ることができないところが見学できます。一方、今年の観戦場所は、例年観戦させてただい
ているパーティ・ベランダの下にある「外野砂かぶり席」です。
そして、このゲームには、例年、良和ハウス様からのクッキーのご注文があり、14 事業所が受
注を希望しました。良和ハウス様の試食、選考の結果、全事業所へ発注しました。これらは、入
場先着 3,000 名様に配るクッキーや、抽選で当選された 20 名の方にプレゼントするクッキー詰
め合わせ 2,000 円分が入っています。これに加えて、試合開始前に、招待者の中から代表 2 名と
引率者がグラウンドに入り、両チームの選手代表に直接クッキーの詰め合わせを手渡しでプレゼ
ントします。代表 2 名は、グラウンドへ入る前から興奮状態、
前夜眠れなかった人もいたくらい…選手からの声掛けと握手が
良い思い出として続くことでしょう。
毎年、つきっきりでお世話していただく良和ハウス社員の皆
様、今年もよろしくお願いします。
最後に、カープクッキーがすでに昨年の売り上げを超えてい
ることをつけ加え、ご報告します。

昨年の様子
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なんだかほっと・・するお店「こねこね工房もみじ」
～社会福祉法人もみじ福祉会

第三もみじ作業所１階～

｢いらっしゃいませ！｣
笑顔いっぱい元気な声で利用者がお出迎えするのは、西区観音新
町にある焼きたてパンの店「こねこね工房もみじ」です。
「こねこね工房もみじ」は２０１１年、社会福祉法人もみじ福祉
会

第三もみじ作業所の１階にオープンしました。
利用者の「お店が欲しい」「ウェイトレスをやりたい」という長

年の夢が形となったお店です。
古民家風の店内は、パンやコーヒーの香りと心落ち着く音楽が流れていて、自家製酵母や季節の
食材を使ったパンなど約３０種類が並んでいます。その他にも体に優しい材料を使用したクッキー、
第１・２もみじ作業所で作っている県産米にこだわったせんべい、雑貨としてさをり織りの商品、
テントート（テント生地を使ったバック類）、Ｔシャツなどを販売しています。
喫茶コーナーでは、パンと一緒に香り高いコーヒー（てらにし
珈琲店の豆使用）を味わっていただくこともでき、子供用にブリ
ックパックジュースやゼリー、ヨーグルトなどもあります。
最近では子供連れの若いお母さんたちのご利用が増えていま
す。親子でゆっくりパンを食べたり、お母さん同士で情報交換を
されたりしているようです。親子連れのお客さんにもゆっくり過
ごしていただけるよう、子供用の絵本やおもちゃ、また子育て支援関係のリーフレットなども置い
ています。この度、
「子育て応援イクちゃんサービス」
（http://www.ikuchan.or.jp/service/）の参加
店になり、地域のニーズに合わせた店づくりを行なっています。
利用者の夢が形となったお店で、安全でおいしい物を作ってお
客さんに喜んでもらえるよう、また接客に磨きをかけてお客さん
が何度も足を運んでいただけるようがんばっていきたいと思い
ます。

焼きたてパンを食べながら、おいしいコーヒーを飲みながら・・
あなたも「なんだかほっとしてみませんか？」

こねこね工房もみじ
【営業日】

月～金曜日

【休業日】

土、日曜日、祝日

【営業時間】 １０：００～１７：００ ＊惣菜パンは１１時以降店内に並びます。
【住所】

西区観音新町３－９－３

【電話】

（０８２）２９１―１１２１

【駐車場】

数台分ご用意あります。
〔所長 井上佳代子〕
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平成２７年度

販路開拓・技術支援事業報告

特定非営利活動法人ポラーノ

ワークハウス

クローバー

当事業所開所以来、自主製品づくりに取り組んできましたが、独自性のある新商品開発に向けて
のアドバイスをぜひ受けたいと思い、平成 27 年度販路開拓・技術支援事業（平成 27 年 8 月～平
成 28 年 2 月）に参加しました。
きっかけは、前年度の事業報告会に参加させていただいた際に、各事業所の発表を伺い、とても
感銘を受けたためです。どの事業所も特性を生かして成果をあげられており、それまでの過程での
ご苦労話や新商品開発・販路拡大要素の秘話に驚くと同時に、利用者と職員が一緒になって活動さ
れている様子がとても印象的でした。
このたび、新商品開発コンサルタントの新居 敏春

氏からアドバイスを受け、専門家からの直

接指導となる技術支援・販路開拓会議を当事業所内で毎月おこないました。
計 7 回のアドバイスを受けましたが、事業前半は「どのような商品開発をおこなうか」に的が絞
られ、「ワークハウス

クローバー」の名前にちなんで、本物のクローバーの葉っぱをモチーフに

したお守り（ストラップ）の商品化を実現することができました。事業後半は、毎月の会議にあわ
せて、試作づくりとイベント販売を繰り返しおこなう中で、お客さんの反応を会議で報告して検討
を重ねたことで、結果につながったように思います。
試作づくりは、職員が中心となっておこないましたが、利用者のやりやすい作業で商品化する事
にこだわり、今では全ての工程に利用者が参加しています。
現在、「お守り」は、当事業所で直接販売する場合には、市内神社にて祈祷していただいており
ます。「効き目あり」との声もあり、好評発売中です！
☆ 幸せを運ぶといわれるクローバー（の葉）について

☆

四つ葉シリーズ：丸型・絵馬型／「希望」
「信頼」
「愛情」「幸福」
五つ葉シリーズ：丸型・絵馬型／上記に加え「成功」の意味が加わり、絵馬型は五角形であるこ
とから五つの葉＋五角（ごかく）で合格（ごうかく）の意味があります。

また、お守り以外にも、キーホルダー、ストラップ、ネックレス、メッセ
ージカードなど、お客様のニーズに合わせたデザイン、用途で随時対応して
おります。
キーホルダーは、個人、団体、企業のロゴやメッセージを入れてオリジナ
ルで 1 点から手作りで制作可能ですので、チームでお揃いに！大切な日の
記念に！いつでもお問い合わせください。
♪ご購入いただいた商品への幸せ体験談も随時募集しています♪
（管理者：河野 香代）
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育成会まつり
今年も下記の通り「第 16 回育成会まつり」を開催します。お気軽のご来
場ください。
日時：平成 28 年 9 月 11 日（日）10：00～14：30
場所：三篠小学校 体育館及び校庭・図書館（ＪＲ横川駅北口徒歩 1 分）
体育館でのステージ発表、校庭でのバザー、展示発表と盛り沢山です。出店販売には、育成会
以外の 4 事業所にご協力いただきました。（問合せ先：実行委員会 ＴＥＬ082-537-1772）

新職員紹介
こんにちは。6 月 10 日より勤務させて頂いております上永美紀と申します。慣れ
ないことばかりでご迷惑をおかけすると思いますが、どうぞ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

8 月、9 月の出店販売は下記のとおりです。8 月 16 日はお休みにさせていただきます。なお、
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）
出店販売日
8
月

9
月

事業所（１）

事業所（2）

事業所（3）

2日

広島どんぐり作業所

つくしんぼ作業所

みのり作業所

9日

SOAR きつつき

元気工房やる気まんまん

なないろ作業所

23 日

未来館

スーリール

おりづる作業所

30 日

広島皆賀園

つくしんぼ作業所

ワークハウススマイル

6日

未来館

広島どんぐり作業所

アイラブ作業所

13 日

広島皆賀園

元気工房やる気まんまん

なないろ作業所

20 日

もみじ福祉会

スーリール

すまいるスタジオ

27 日

SOAR きつつき

おりづる作業所

アイサンサン作業所

出店販売日
8
月

9
月

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

2日

お菓子工房エール

憩

9日

つくし工房可部

亀崎夢ひろば

23 日

可部つちくれの家

お菓子工房エール

30 日

亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

6日

お菓子工房エール

つくし工房可部

13 日

つくし工房可部

亀崎夢ひろば

20 日

憩

お菓子工房エール

27 日

亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

当センターは 8 月 11 日（木）～15 日（月）をお休みさせていただきます。
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