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

平成２８年度第２回広島市就労支援センター運営協議会開催
平成 29 年３月 13 日（月）に、育成会総合福祉センター（西区打越町）
において、
「平成 28 年度第 2 回広島市就労支援センター運営協議会」を開
催しました。運営協議会のメンバーは 14 名ですが、広島市手をつなぐ育
成会常務理事を議長に、広島市役所から障害者自立支援課（代理）、事業所
代表当 10 名が集まり、平成 29 年度の事業計画について検討しました。
重点目標
1） 発注者等の当センター利用者のニーズにこたえる。
2） 障害者就労支援施設等から信頼されるセンターを目指す。
3） イベント等への出店販売が円滑に実施できるように支援する。
これに基づき、今年度の重点取り組みは次の 3 点にしました。
(ア) 工賃向上に向けた現事業（販売、イベント支援等）の更なる見直し
(イ) 縁を大切にする下請け仕事の受注促進及び支援の充実
(ウ) 販路開拓のために、商品の単独製作から共同制作（分業 or コラボレーション）等、新商
品開発へ向けての調査及び促進
昨年度の売上額は、当センターが下請仕事も含め、事業
所に代わって納品した売上額（当センターが事業所を紹介
して受注した下請仕事は含まない。
）、イベント支援した事
業所の売上額等で、一昨年度の同期間（4 月～翌年２月）
と比較したところ、イベント出店販売の売上額は-3.7％
でしたが、総額では 3.7％の増額になっていました。
昨年度に重点取り組みに掲げた「政策目的随意契約活用
推進」では、広島市による原爆資料館見学者無料配布の絵葉書購入が継続してあり、また、ふる
さと納税の返礼品の折鶴再生紙グッズに名刺が加わりました。これら以外に、市役所・安佐北区
出店販売、記念品発注などがあり、それらは一昨年に比べて 16％の増額でした。これらは、障害
自立支援課の仲介等により、徐々に就労支援事業所の存在と製品の内容が市役所内に浸透し始め
ていると評価し、今年度から外しました。とはいっても、売上向上の基本は、事業所の生産能力
や作業能力を考慮しながら、市役所も含めて（ア）と（イ）が中心になっていることには変わり
ません。これに加えて、
（ウ）により新商品が開発されれば、これまでと違った販売展開が期待で
きるでしょう。事業所が自らの得意な部分を提供し合ってコラボ製品を作る等の試みは、当セン
ターが主催した研修会に参加した事業所ではすでに行っているところがあり、早い段階で他には
ない商品として結実できるよう支援することが当センターの重点取り組みになります。
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スーリールで働いて感じること

大内 貫之

ＮＰＯ法人 SOURIRE 〔就労継続Ｂ型 ふるーる〕
（広島市南区仁保新町 1-3-1 田口ビル 102
号

https://npo-sourire.jimdo.com/）には、縫製部、木工部、牡蠣部、内職部、菓子部、ネイ

ルサロンの５部門があります。また、「カフェ シーニュ」も
あります。カフェでは、利用者が作った製品をたくさん並べて

木工部

おり、スーリールで作ったレモンケーキを食べ、コーヒーなど
を飲みながら、ゆっくりとくつろいで頂けます。手話でのコミ
ュニケーションの場にもなっており、毎月第 4 土曜日 13 時
半から手話教室を開いています。スーリールはフランス語で
「笑顔」、シーニュは「手話」の意味です。スーリールに通っ
ている人は、ろう者の方が 17 人、精神障害の方が３人です。平均年齢は６５歳以上で、みなさ
んそれぞれ他の仕事をされていた方が多くおられます。
初めは、私の中に、障害のある人ばかりが集まってもどのくら
いできるのかという疑問符がついていました。耳が聞こえない障
害は、機械の音が聞こえないなどの危険な場合もあります。現在
ではテレビ電話などが普及していますが、電話のみですと会話は
うまくいきません。みんなが手話を使えればいいのですが、筆談
などでは遅くなるので会話を省いてしまい、情報が少なくなって
しまいます。これらのことを聞かれたら、健聴者の方が有利と感
じられるでしょう。
以前、ろう者に尋ねたことが
縫製部

あります、
「ろう者の方が有利だ
と思うことは何ですか」と。こ
れは、
「ろう者の方が得意だ」と

いうものを知りたかったからです。それは自分のメロディ―を作
ることだと言われました。ろうの方々の中にも踊りが好きな方が
多くおられます。振付を覚えるとき、音楽が聞けないのですが、
周りからの音ではなく、自分でリズムを奏でながら覚えるそうで
す。それは健聴者にとって想像しにくいのではないでしょうか。

「ゴンドラ」は移動するリヤ

私たちは、周りの音などから当たり前のように情報を得て行動し

カーです。木工部で制作して

ていますので、音がなくなったら戸惑うでしょうと言われました。

います。販売にこれを使用す

健聴者だけの世界ですと、聞こえることや、見えること、動ける

れば非常に便利です。使い方

ことなどが当たり前になりすぎているかもしれません。それがな
くなった場合、自分の体、心で感じ、覚えるということをろう者
は知っています。それが生きていることのありがたみを感じる心
の強さになっていると思います。
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はＨＰをご覧ください。注文
販売を行っています。

尾崎基金

販路開拓・技術支援事業

報告会

今年も、尾崎基金：販路開拓・技術支援事業報告会を平
成 29 年 2 月 22 日に育成会総合福祉センターで開催し
ました。これは、アドバイザーである新居敏春氏（技術支
援担当）
、加藤秀樹氏（販路開拓担当）が４事業所へ 7 回出向いて商品開発等を助言し、その結果
を聴講者にシェアする会合です。今年は、新居先生は「あさ作業所」「支援センターあいる」、加
藤先生は「多機能型事業所古の市」
「ファニー」を担当しました。完成までにはまだまだ時間を要
しますが、途中経過として持ってこられた商品を見てください。聴講参加者は 6 名でした。

「ファニー」浜本晋也氏
「千羽鶴と酒パックを材料に漉いて上のよ
うに多色の再生紙ができるようになりまし
た。これをレーザーカッターで切り込みを
入れスノーフレークのクラフトペーパーを
作りました。他にも色々と応用できます。
」

「あさ作業所」菅原なつき氏

「古の市」伊野由美子氏

「仕事をしに来ている人のために

「安佐南区古市地区は

儲けたい。なんでもマットはそれな

『麻の古市』と呼ばれる

りに売れているがもっと売りたい。

ほど麻製品の加工が盛

動物公園へ営業に行って結果待ち。

んでした。他に、七宝焼

他に、テント地で大きめの袋を作っ

きや麻の組み紐等を合

てみました。事業所タグを作ること

わせて作った神楽アク

を検討中です。
」

セサリーがあります。
」

「あいる」藤井美紀子氏

いかがでしょう。最後

「男の子の絵を消しゴム印から

にアドバイザーから講評

ゴム印に変え、親の了解を得て

がありましたが、そこに

『しょーちゃんブランド』とし

もアイデアの素がたくさ

て売っていきます。すでにある

ん入っていました。どう

のもゴム印にし、自由に商品に

活かしていくか、今後が

押してもらうのもよいかも…」

楽しみです。
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イベント紹介

スケート感謝祭「（公財）広島市スポーツ協会創立 80 周年記念」
４月 16 日（日）9：00～17：00（出店販売：10：00～16：00）
ひろしんビッグウェーブ（広島市総合屋内プール：東区牛田新町一丁目 8-3）
１階エントランスホール「おもてなしコーナー」に４事業所、
リンクサイドに１事業所が出店販売します。様々な催し物があります。

横川ふしぎ市
４月 23 日（日）10：00～16：00
横川商店街（JR 横川駅付近） 3 事業所が出店販売します。
駅前特設ステージ、物産展、フリーマーケット、太鼓演奏等などの催し物があります。

広島県中央チャリティーメーデー
４月２９日（昭和の日）中央公園（中区基町）
11 事業所が出店販売します。

2017 広島と世界を結ぶ平和の花の祭典

フラワーフェスティバル

5 月 3 日（水）～5 日（金）
ふれあいの広場（平和大通り広島国際会議場前）
20 ブースに３日間で 25 事業所が出店販売します。
マーガレットステージ、パレード、喫茶、綿菓子、お好み焼きコーナーや
スーパーボールすくい、購入者に豪華賞品が当たるくじ引きもあります。

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

5 月から、下記のとおり、広島市役所 1 回ロビーと安佐北区（区役所、総合福祉センター）出
店販売が始まります。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）
出店販売日
5
9日
月
16 日

事業所（１）

事業所（2）

事業所（3）

ＳＯＡＲきつつき

安芸の郷

元気工房やる気まんまん

未来館

なないろ作業所

かざぐるま舎

23 日

広島どんぐり作業所

アイサンサン作業所

スーリール

30 日

広島皆賀園

つくしんぼ作業所

みのり作業所

出店販売日
5
9日
月
16 日
23 日
30 日

安佐北区役所１階ロビー
NPO 法人ウイングかべ
特定非営利活動法人

安佐北区総合福祉センター２階

お菓子工房エール
つくし工房可部

お休み
NPO 法人よもぎのアトリエ

特定非営利活動法人

NPO 法人よもぎのアトリエ
NPO 法人ウイングかべ

亀崎夢ひろば
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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

