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

平成 29 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 30 年３月 12 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 29
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。この会では、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長・精神保健福祉課長（共に代理出
席）２名、事業所代表 6 名が集まり、平成 30 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。
4） 利用者の「社会参加と自立」へ向け、関係施設間の連携を図る。
今年度の重点取組み
(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
(エ) 上記の実現に向けた、関係施設間における情報交換の推進
平成 30 年度から「重点目標」に 4）を加えました。これは、事業所を利用している方々への更
なる工賃向上を目指し、当センターを軸に「ふれ愛プラザ」との連携を含めた新たなネットワーク
の構築を実現したいと考えます。このため、「重点取組み」に（エ）を加えました。事業所間によ
るコラボレーション企画を推進するためには、まず事業所間による交流・情報交換が不可欠です。
このきっかけづくりに、
「センター通信」発行及び「ブラッシュアップ研修」企画、広島市心身障
害者福祉基金（尾崎基金）による「販路開拓・技術支援事業」の報告会等があります。そして、複
数の事業所が出店するイベントでの交流も、他の事業所の商品を知り情報交換の場になります。ま
た、千羽鶴ファクトリーでは、千羽鶴再生紙を介して新たな交流展開が可能になりつつあります。
平成 30 年度の取り組みが実践できるように、皆様のご協力をお願いします。

新所長

就任

ご挨拶

この度、ご縁をいただき、就労支援センター所長として着任することに
なりました永川静優と申します。これまで、小学校・幼稚園という教育現
場で勤めてきた自分にとっては、全く新しい職場となることに不安もあり
ますが、支援センターの果たすべき役割に貢献できるよう努力していきた
いと思っています。よろしくお願いいたします。
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障害福祉サービス事業所 森の工房あやめ（精神）就労継続支援 B 型あやめ
広島市安芸区矢野東２－４－２４

http://www.akinosato.or.jp

森の工房あやめでは、平成 15 年 10 月の開所以来、他事業所でもあまり見かける事のない天然
酵母を使ったパン（主に食事パン）を製造しています。お客様に安心・安全なパンを提供したいと
いう思いから基本的な材料は、国内産小麦、天然酵母、自然塩、水とシンプルなものに。材料にも
こだわり、小麦粉は主に北海道産小麦粉を使い、その小麦粉の風味や香りを最大限に活かすために
酵母はホシノ天然酵母を使っています。水に関しても水道水は使用せず、中硬水（霧島火山岩深層
水）を使用。くるみやレーズンなどは価格が高くても有機 JAS 認定のものを仕入れています。卵・
牛乳・大豆などアレルゲンはなるべく使用せず、飽きのこない天然酵母の豊かな香りと国産小麦の
風味豊かなやさしい味覚が楽しめるよう日々心がけてパンの製造をしています。また、国内産小麦
を使った天然酵母のパンはイーストを使用したパンと違い発酵力が弱いので、生地を丁寧に扱い成
形をする必要があります。
「天然酵母パンは生き物」日々状態が微妙に違うので、毎日同じパンを焼
き上げるのが難しいところがありますが、あやめの利用者も自らの技術を向上させる為に日々それ
ぞれが苦戦し、また助け合いながら作業を行っています。
毎日がトライ＆エラーの繰り返しで悩み・考えながらの製造ですが、お客様からの嬉しいお言葉
がみんなの励みになっています。
「思い出すとまた食べたくなる」そんなパンを作り続けていきたい
です。
みんなでじっくり時間と手間暇かけ一生懸命作ったパンを施設内カフェさくらで販売しています。
広島市街では紙屋町地下街シャレオ内「ふれ愛プラザ」でも販売させて頂いています。（樋口）
☆森の工房 AMA のパンが焼き上がるまで☆

①前日から長時間かけて熟成させた生地。

②生地を分割、休ませた後成型する。

④高温に熱したオーブンへ入れる

⑤オーブンへ入れて約 20 分で焼き上がり
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③パンの種類別に分割・成型し発酵させる。

お近くへお越しの際は
是非お立ち寄り下さい！

尾崎基金

販路開拓・技術支援事業

報告会

平成 30 年 2 月 21 日に育成会総合福祉センターにおいて尾崎基金「販路開拓・
技術支援事業」の報告会を開催しました。これは、アドバイザー新居敏春先生（技
術支援担当）が「オレンジハウス」
「トムハウス」へ、加藤秀樹先生（販路開拓担
当）が「よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば」「多機能型事業所りらっくす」へ 7 回
出向いて助言し、その成果を他の事業所職員にシェアするための報告会です。参加
者は 8 事業所 12 名でした。
「オレンジハウス」
（発表：網本裕子氏）は、テーマ『わくわくして、楽しく企
画しました！駄菓子屋さん＆ガチャ』で、現在あるショップを駄菓子屋にリニュー
アルした話から始まりました。ターゲットは祖父母と孫・低学年の小学生、店を地
域の人たちに知ってもらい自主製品を売っていく。1/19 にオープン、3 日間で
50 人のお客様、1 か月経ち中学生も来てくれました。自主製品の充実も
必要という考えから、あれこれアイデアが膨らみ、自主製品を景品にした
ガチャを置きましょう、そしてこれをゲストハウスなどに置くことができ
ればと中古の機械を購入しました。でも、管理はどうするのかという難題
が浮上…ぼちぼち考えることにしましょう。
「トムハウス」
（山下明子・古
島千恵美氏）のテーマは『新商品の開発と新事業（店舗）計画につい
て』、cafe をどうするかで珈琲豆を自家焙煎することにしました（苦
みと酸味の違いを味わってくださいと試飲）
。また毛糸たわしの裏に
油吸着シートを縫い付けた新商品（動画でプレゼン、良くとれる）、
そして新しく借りた倉庫をレンタルボックスにして地域に開放して
みては（検討中）…まだまだ考え、チャレンジしたいことがたくさん
あります。
「亀崎夢ひろば」
（室本けい子氏）は、手作りジャムを売る
ことが最初の課題でしたが、販売には手続きが色々とあるので断念、
でも「工賃は高くしたい」、テーマは『豆を食べましょう』
、忙しい日
常の業務に加えて煮豆を作り、産直市へ置いてもらうことになりまし
た。容器は中身が見え、お汁が出ないようにするなど、大変な作業で
したが初めて 5 個納品することができました…これから少しずつ少
しずつ増やして行きます。
「りらっくす」
（溝部直美氏）のテーマは『ニ
ーズを取り入れた商品作り』、利用者にはできないだろうと作りやす
い商品だけに絞っていたのでは…、スタッフとお客様の声は違ってい
る、市場調査をせずに商品を作って原価計算をせずに価格を決めてい
たのでは…、モニタリングしながら価格を決めていくことが大切では
…、反省すべきことがたくさんあることに気づきました。お客様に商
品を届ける前にお客様の声をしっかり聴き、私たちの想いをのせ愛情
をもって商品を送り出すことの大切さを学びました。左のマスクを試作中、台紙に遊び心を少し
入れました（右の丸いところへマスクをセットすれば鼻と口が見えません。）、…楽しんでいます。
今回、研修を受けられた事業所は、たくさん反省し、たくさんアイデアを出し、そして悩む、
とはいっても、一方でこれらを楽しんでおられたことが発表から感じ取られました。
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イベント紹介

スケート感謝祭
４月 15 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 22 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２8 日（土）

2018

広島中央公園（中区基町）
11 事業所が出店販売します。

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（木）～5 日（土）
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 26 事業所が出店販売します。
「ステージ」
「パレード」
「喫茶」
「綿菓子」
「スーパーボールすくい」など
があります。

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、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
8日
月
15 日

事業所（１）

事業所（2）

事業所（3）

WIND えのみや

元気工房やる気まんまん

みのり作業所

SOAR きつつき

なないろ作業所

かざぐるま舎

22 日

広島皆賀園

アイサンサン作業所

ワークハウススマイル

29 日

広島どんぐり作業所

おりづる作業所

すまいるスタジオ

出店販売日
5
月

8日
15 日
22 日
29 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

