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センター通信 
   発行所 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会 

    広島市就労支援センター 

     TEL（082）537-1331 

     FAX（082）537-1332  

E-mail：si-jusan＠gaea.ocn.ne.jp 

http://h-shisyurou.jp/ 

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

 

 

 

 第 42 回を迎えた「2018 ひろしまフラワーフェスティバル」

は、5 月 3日（木）～5 日（土）に開催され、パレードのゴール

地点にある国際会議場の前の緑地帯が今年も「ふれあいの広場」

になりました。今年のふれあいの広場のテーマは「笑顔から 心

ふれあう 花が咲く」でした。 

予報では 3日の天候が危ぶまれていましたが、雨雲が予定より

早く過ぎ、3 日間爽やかな好天に恵まれました。広場の就労支援

事業所展示即売コーナーでの出店販売は 20ブース、2６事業所（南相馬ボラバス応援団の販売ブ

ースも含む）になりました。それぞれの事業所が、自主製品・手作り品の販売をする中で、多く

の来場者の皆様に各施設の活動の様子を知っていただく良い機会になったのではないかと思いま

す。 

今年度は、昨年度まで行っていた「お好み焼き」の販売がなくなったことと景品の準備ができ

なかったため「三角くじ」が中止になったことが来場者数に影響し、売上が大きく減少するので

はないかという心配がありました。しかし、スーパーボールすくいの場所を人通りの多い場所に

移動したことや 3日間晴天に恵まれたこと、「喫茶コーナー」・「わた菓子コーナー」の販売努力等

のおかげで、心配された程の減収にはならなかったようです。出店した事業所からのアンケート

に「わたがし、スーパーボールすくいと“子どもたちとふれあえる”企画が中心でよかったと思

います。お客さんからは、『100 円という値段で子どもが楽しめてよかった。障害を持つ子ども

さん（利用者さん）も気軽に楽しめた。』という声もありました。」

というものがありました。 

来年度は、更なる集客をめざして、今年できなかったくじを復活

させたいという声もあがっています。今年度の課題を整理し改善し、

よりよい、「ふれあいの広場」のイベントにしていきたいと考えて

います。3日間、参加していただいた事業所並びに、ボランティア

の皆様のご協力に心より感謝いたします。ありがとうございました。 

   

    

第 3８回ＦＦふれあいの広場（第 4２回ひろしまフラワーフェスティバル） 
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すまいるスタジオは中区大手町 1 丁目、原爆ドームより徒歩 1 分という場所にあります。今年 5

月に開所 6年目を迎えました。 

すまいるスタジオは、「千羽鶴再生ファクトリーチーム」のキーステーションとして、障がいの

ある方の仕事づくりに日々取り組んでいます。「千羽鶴再生ファクトリーチーム」とは、広島市内

約 30 事業所が協同して、広島市から譲り受けた千羽鶴を解体・仕分けをすること。それを再生資

源として抄紙された再生紙を使ったグッズの製造・販売するなどの活動を行っているチームです。 

2 階の工房では、「障がいがあっても職人に」を合言葉に日々訓練を 

重ね、利用者である職人たちがリングノートやカンバッチなど様々な千 

羽鶴再生グッズを製作しています。製作は細かく工程が分かれており、 

個々の能力を活かしながら、利用者が自信を持って携わることができる 

環境づくりをしています。これからまだまだグッズの種類が増えていく

ことを想定して、それらに対応ができる職人を育てていきたいと思います。 

千羽鶴再生グッズの受注が増えてきている中、ファクトリーチームが共同で商品を受注し、製作

できる仕組みを作っています。受注したグッズをチームで製作することが、今後の大きな目標です。 

事業所によってチームへの関わり方は様々ですが、それぞれの事業所がそれぞれの特徴を活かし

ながら活躍できるチームでありたいと思っています。 

すまいるスタジオは、今後もたくさんの皆様のご協力をいただきながら、利用者が活き活きと働

ける事業所を作っていきたいと思います。いつでも見学・体験をお受けいたしますので、是非お問

い合わせください。 

 

サンフレッチェ広島 Vpoint リニューアルオープンに向け、「オリジナル 

ポケット付箋」を 500 セット受注し、すまいるスタジオにて共同製作しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責 すまいるスタジオ 

       河東侑香里 ） 

 

すまいるスタジオ 

千羽鶴再生グッズやすまいるスタジオの活動については、

ホームページをご覧ください。URL：http://sumasuta.jp/ 

 

 

納期に間に合うように、きつ

つき第三作業所と RING と

一緒に製作しました。 

ふるさと納税返礼品に採用されたカープ

グッズ・名刺、広島県・広島市から発注

を頂いた千羽鶴グッズセット、長崎平和

祈念館からしおり・はがき・ノート・マ

グネットなど共同製作を目的とした受注

を進めています。 

http://sumasuta.jp/
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イベント報告 

4 月には、恒例となっている 3 つのイベントが開催されました。そ

のイベントの様子を出店販売した事業所の方にレポートしていただき

ました。 

 

 

 

 

 

（管理者 きつ

つき共同作業所 梶原宗彦） 

 

 

4 月 15 日（日）スケート感謝祭；ひろしんビッグウェーブ   5 事業所出店 

当日は、朝から多くの家族連れでにぎわい、作業所の商品をア 

ピールすることができました。私たちは、作業所の商品（クッキ 

ーや小物）と東北の作業所を支援する物品などを販売しました。 

お店に関心を示してくれるの 

は、子どもも大人も関係なく 

女性の皆さんでした。出品し 

ていた手作りの縫製品に興味を示しながら、他の商品も一緒に 

見てもらい購入していただくこともありました。商品や売り方 

など、もっと女性を意識した検討が必要だなと感じたイベント 

でした。（文責 きつつき共同作業所 梶原宗彦） 

4 月２２日（日）横川ふしぎ市；横川商店街  3 事業所出店 

横川ふしぎ市も今年で第２３回目を迎えました。今回は暖かく

恵まれた天候の中、「アンジュヴィオレのパレード」や「ちんどん

演奏」、「仮装パレード」などを眺めながら、楽しくバザー販売を

行うことができました。 

私たち、かざぐるま舎にとって今年度最初の地域バザーでした 

が、おかげさまで「母の日キーホルダー」や「カープグッズ」が 

好調で地域の方々とたくさん交流することができ、参加した利用 

者も笑顔で接客できました。ありがとうございました。また、ぜひ来年も参加したいと願います。

まだ参加したことない方は、会場には多くのステージや出店があり、たっぷり楽しめますので 

ぜひ、来年は会場に足を運んでみてくださいね。    （文責 かざぐるま舎 中尾 寛） 

4 月２８日（土）広島県中央メーデー；広島市中央公園  １１事業所出店 

 今回も好天に恵まれ多くの来場者がありました。式典の後、中央ステージでは、多くの出し物が

あり家族連れの方も楽しんでおられました。11 作業所の出店ということもあり、多彩な自主製品

が出品販売されていて回を重ねるごとに顧客数も増えてきているように感じました。 

当所では、和菓子の外郎、クッキーを 3 種類、マロンパイ、ラーメン、ソフトクリームの販売を

行いました。毎回出店させて頂いておりますので顔見知りの方も 

多く来店していただき作業所の様子なども話すことができ、啓発 

活動にもなったかな・・・？ 商品もほぼ完売状態でよい一日 

でした。メーデー最後のお楽しみ、くじ引き抽選会が行われ良い 

景品がたくさんあり盛り上がっていました。 

（文責 アイ・サン・サン（輝く瞳）作業所 殿川 満） 
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６月、７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 事業所（１） 事業所（2） 事業所（3） 

6

月 
５日 SOAR きつつき 元気工房やる気まんまん みのり作業所 

1２日 WIND えのみや 安芸の郷 アイラブ作業所 

19 日 広島皆賀園 おりづる作業所 サンライズ 

2６日 広島どんぐり作業所 アイサンサン作業所 つくしんぼ作業所 

7

月 
３日 WIND えのみや アイラブ作業所 かざぐるま舎 

1０日 広島どんぐり作業所 スーリール なないろ作業所 

1７日 もみじ作業所 安芸の郷 ワークハウススマイル 

2４日 広島皆賀園 アイサンサン作業所 つくしんぼ作業所 

31 日 SOAR きつつき 元気工房やる気まんまん おりづる作業所 

出店販売日 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 

6

月 
５日 お菓子工房エール ― 

12 日 つくし工房 亀崎夢ひろば 

19 日 可部つちくれの家 お菓子工房エール 

26 日 亀崎夢ひろば 可部つちくれの家 

7

月 
３日 お菓子工房エール つくし工房 

10 日 つくし工房 亀崎夢ひろば 

17 日 ― 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  

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 

平成３０年度第 1 回広島市就労支援センター運営協議会の報告 

 5 月１４日に育成会総合福祉センターにおいて、当センター運営協議会第 1 回定例会を開催し、

平成 29 年度の事業報告及び収支決算について報告し、協議頂きました。広島市からの委託事業で

ある当センターでは、納品販売等による手数料等の収益が一切ないため、各事業所が製作した商品

の販売をお願いしている店舗等への納品額、イベント支援を行った各事業所の売上額などの合計を

取扱額としています。平成 29 年度の実績は、28年度に比べて３％の増額（店舗委託販売は前々年

度比 11０.５％、イベントでの売上額は前々年度比 9８.７％）でした。対費用効果は 1.7９（前々

年度 1.7５）でした。（ここ数年は、毎年前年度より 70 万円前後の増額となっています。） 

 市就労新職員紹介 

5 月 14 日（月）より、宮川勝枝の後任に、新しく 五藤 明美（ごとう あけみ）が着任

しています。引き続きよろしくお願い致します。 


