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

森の工房ＡＭＡ秋のブルーベリーフェア
社会福祉法人安芸の郷は広島市安芸区にあり、森の工房
みみずく、あやめ、やのの 4 事業所で就労継続支援Ｂ型、
生活介護、短期入所の事業を行っています。利用されてい
る方は主に知的障害、精神障害を持った方々で、月曜～金
曜日の 10 時～3 時で活動しています。
主な活動とし
てブルーベリーの栽培、加工や天然酵母パンなどの食品
製造、様々な手工芸品の作成、委託作業、リサイクル回
収作業などを行っています。またカフェの営業も行って
おり、ランチなどの飲食物販売や法人の商品販売を行っ
ています。商品は「森の工房ＡＭＡ」という統一ブラン
ドで販売をしています。
年４回、大きなイベントを行っており、夏にブルーベ
リーまつり、冬にクリスマスコンサート、そして春と秋
にブルーベリーフェアを行っています。
ブルーベリーまつりは約 1５00 名が参加される大イ
ベントに成長しました。ブルーベリーフェアは、森の工
房ＡＭＡでサンドやケーキ、ブルーベリーのジュースを
食べたり、緑に囲まれた園庭の雰囲気を楽しみながら、
のんびりと過ごしていただけます。
またＡＭＡの様々な商品販売も行っており、人気のブ
ルーベリー関連商品の冷凍生食・ジャム・ソースや、天
然酵母を使ったパンがあります。天然酵母パンは、当日
焼き立ての販売もあります。その他クッキーなどの食品
販売や、
「カープ坊や」などのイラストを縫った絵ぞうき
ん販売や染め物などの手工芸販売、ブルーベリーの苗木
販売・講習会も行っています。
《秋のブルーベリーフェア》の日時は 10 月 14 日(土)
10：00～13：30、場所は森の工房ＡＭＡ庭園（安芸区矢野東 2 丁目 4―24）です。問い合わ
せ先は TEL：082-888-8822 まで。
「森の工房ＡＭＡ(www.akinosato.or.jp/)」で検索してく
ださい。詳細をお知らせしています。

（森の工房やの 坂田）
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平成２８年度

尾崎基金（販路開拓・技術支援事業）報告
～ファニー（佐伯区）～

《参加目的》
ファニーの折り鶴再生紙事業は、2015 年の夏からコッソリと始まり今年で３年目です。原材料
づくり、紙漉き作業、仕上げ加工、再生紙名刺のデータ制作、印刷作業と幅広い作業内容に富んで
いることと、仕入れ値が０円という理由から利用者の作業開拓、工賃向上の課題解決に適した商材
ということで取り組んでおります。参加当時、折り鶴再生名刺のみがメイン商品だったので、新商
品を開発しつつ『再生紙商品と作業所をブランディング』することを目的として、参加いたしまし
た。
《アドバイザー》
● 加藤秀樹 氏（ペクトリード代表）
《アドバイス内容》
●折り鶴再生紙自体が持つストーリー性をもっと商品の強みに
●紙漉き製品をニッチマーケットとして捉える
●名刺は市場シェア拡大（顧客数アップ）ではなく、「顧客シェア（客単価）で利益を出す」
《今後の取り組み》
今回のアドバイスを受けて試作品を作る事ができましたが、求めていた販路拡大、商品開発、ブ
ランディング以前にコンセプトワークが出来てないことに気づけたので、それに取り組んでいこう
と思います。
作り手のこだわりを商品とするのか!!それとも消費者ニーズを商品とするのか!!もちろん前者で。
Love and Peace!!

（管理者 浜本晋也）
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イベント紹介
秋のグリーンフェア 2017

ＨＰ(www.hiroshima-bot.jp/)

日時：平成 29 年 10 月 7 日(土)～10 月 15 日(日) 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 9 事業所が出店販売

第 23 回

広島市スポーツ・レクリエーション・フェスティバル
ＨＰ（www.sports-or.city.hiroshima.jp/lesson/sporec）

日時：平成 29 年 10 月 8 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）
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

（公財）広島市スポーツ協会創立 80 周年記念

スケートリンク開場祭

ＨＰ（www.sports-or.city.hiroshima.jp/facilities/sogo-p/lesson/29/80）

日時：平成 29 年 10 月 22 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

『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

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

日時：平成 29 年 11 月 5 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
問合せ先：TEL 532-0927（事務局）４事業所が出店販売

2017 マーガレットコンサート～障害者と広響とのジョイントコンサート～
日時：平成 29 年 11 月 26 日（日） 開場 14：00 開演 15：00 終演 16：45
場所：広島国際会議場フェニックスホール（中区中島町-平和記念公園内-）
主催：広島市

主管：広島ふれあい委員会

全席指定 前売券 Ｓ席 2,000 円 Ａ席（大人）1,700 円 Ａ席（小人）1,000 円
当日券 Ｓ席 2,500 円 Ａ席（大人）2,000 円 Ａ席（小人）1,000 円
当センターでも販売しています。問合せ先：TEL537-1331
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（小人は、高校生以下です。
）

第 6 期に向けて「千羽鶴ファクトリー」報告会
9 月 8 日（金）
、育成会総合福祉センターにおいて、広島市平和推進課被爆体験継承担当課長をは
じめ関係者５名をお迎えし、「千羽鶴ファクトリー」第 5 期（昨年 9 月～今年 8 月）の活動報告会を
開催しました。事業所からは、第 6 期から新たに加わる 2 事業所と再参加の 2 事業所を含んだ 32 名
が参加しました。昨年度と同様に、広島市へ納品している平和資料館配布用ポストカードなどについ
て「すまいるスタジオ」と「アイラブ作業所」から活動報告が
あり、広島東洋カープ公認になった缶バッチ等の新商品を出席
者にじっくり見ていただいた後に、デザイナー吉清有三氏（千
羽鶴未来プロジェクト）から新たなミッション「もっともっと
よいものを」について提言がありました。

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 月の出店販売日は下記のとおりです。パン、クッキー等の食品を中心に販売してい
ます。販売時間は 12：00～13：00 です。
広島市役所 1 階ロビー（東側）
出店販売日
10
3日
月
10 日

11
月

事業所（１）
未来館

事業所（2）
おりづる作業所

事業所（3）
みのり作業所

広島皆賀園

安芸の郷

すまいるスタジオ

17 日

ＳＯＡＲきつつき

つくしんぼ作業所

なないろ作業所

24 日

広島どんぐり作業所

元気工房やる気まんまん

アイラブ作業所

31 日

未来館

おりづる作業所

サンライズ

SOAR きつつき

つくしんぼ作業所

かざぐるま舎

14 日

広島どんぐり作業所

なないろ作業所

安芸の郷

21 日

未来館

もみじ福祉会

おりづる作業所

28 日

広島皆賀園

元気工房やる気まんまん

みのり作業所

7日

出店販売日
10
3日
月
10 日

11
月

安佐北区役所１階ロビー
お菓子工房エール

安佐北区総合福祉センター２階
―

つくし工房可部

亀崎夢ひろば

17 日

可部つちくれの家

お菓子工房エール

24 日

亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

31 日

―

―

お菓子工房エール

つくし工房可部

14 日

つくし工房可部

亀崎夢ひろば

21 日

―

お菓子工房エール

28 日

亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

7日

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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