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Create(創造) ,Challenge(挑戦),Collaborate(協働)を大切に
この度の平成 30 年 7 月豪雨では、西日本が大きな災害に見舞われ、多くの犠牲者が出ました。
犠牲となった方々にお悔やみ申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞い申
し上げます。豪雨の後は、連日命に関わる厳しい暑さとなり、復旧作業を阻む天候になっていま
す。気象災害が続く中、被災された皆様が一日も早く元通りの生活に戻れることを願っています。
さて今回は、この春、社会福祉法人としてスタートしたアイラブ作業所に原稿を依頼しました。

社会福祉法人として生まれ変わった

アイラブ作業所

アイラブ作業所は、平成１１年広島市中区吉島にろう重複障害者
の無認可作業所として開所しました。通所者５名と職員２名の小さ
な作業所でした。
なかなか仲間（通所者）が増えず、運営面で苦しい時期もありま
した。それでも周りの皆さんのおかげで仲間や職員を次第に増やし
何とか続けることができました。平成２０年にＮＰＯ法人を取得し、
事業を地域活動支援センターⅢ型へ。その３年後には生活介護と就
労継続支援Ｂ型事業に移行しました。仲間が３０人、３５人と増え、
作業所の中が段々と手狭になってきました。またトイレや手洗い場
が１階と２階に一つずつしかなく、上と下の行き来は外階段を使わなければなりません。雨が降っ
た時は大変です。民間の助成金で外階段の屋根や手すりは取り付けましたが、これ以上の環境や設
備を改善していくにはもう限界でした。将来構想検討委員会で議論を重ねた結果、作業所の建設を
目標とし、そのために社会福祉法人の認可を取ろうということを確認しました。
平成２４年に「アイラブ作業所の社会福祉法人をめざす会」を立ち上げ、新しい作業所を建てる
ために資金作りと土地探しを始めました。最初は何から始めて良いか分かりませんでした。それで
も広島市に何度も相談をし、自分たちで何十か所も土地を探し回りました。募金活動は広島市内を
中心に東広島市や廿日市市、呉市でも行いました。どこに行っ
ても地域の手話サークル、ボランティアの人たち、ろうあ協会
の人たちが、暑い日も寒い日も雨の日も風の日も仲間たちと一
緒に街頭に立ってくださいました。
そして昨年やっと目標にしていた５０００万円の資金を集
めることができました。市有地と国庫補助も決まり、念願だっ
た県内初めてのろう重複障害者の通所施設が今年３月に完成
しました。
２０１８年３月に完成

こうして５年半の間、諦めることなく取り組みを続けること
（中区吉島西２丁目）
ができたのも多くの方々のご協力のおかげだと感謝しています。本当にありがとうございました。
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これからろう重複障害のある仲間たちと職員が、ここで楽し
く働き、共に成長していくことを願っています。
先日、６年ぶりに将来構想検討委員会が再開されました。次
の目標は生活の場づくりです。ひとりぼっちをなくし、誰もが
「人として」認められ、大切にされる社会をめざし、これから
も取り組んでいきます。
皆さん、新しい「アイラブ作業所」へ一度見学に来ませんか！
（社会福祉法人広島聴覚障害者福祉会

施設長 沖本浩美）

玄関を入ると「仲間のギャラリー」

昨年度、広島市心身障害者福祉基金（尾崎基金）の助成金で事業に参加した 4 つの事業所に成果
物とその後について、報告していただきました。
平成 29 年度 販路開拓・技術支援参加事業所

アドバイザー

～オレンジハウス（安佐北区）～

新居敏春先生

●事業の成果物とその後
今年 1 月に駄菓子屋をオープンして半月が経ち、少しずつ
ですが、広告やクチコミでお客さんが増えてきました。嬉し
いことに小学生や中学生の社交場（？）になりつつあります。
品数も増え、夏に向けてアイスクリームも置いています。
６月には町内会のほたる祭りで、子供のお土産に駄

駄菓子屋 はあと

菓子の詰合せの注文をたくさん頂きました。詰合せ作
業はメンバーさんも楽しそうです。子供会や幼稚園な
どにもお願いして販路を広げようと思っています。
又、ガチャマシーンは、現在お店に置いています。
当初目標の観光地には設置出来ていません。自主製品
ガチャの実現のためにも今後、頑張っていきたいと思
駄菓子詰合せ

います。
平成 29 年度 販路開拓・技術支援参加事業所

～

多機能型事業所 りらっくす（安佐北区）～

アドバイザー
加藤秀樹先生

●販路開拓・技術支援事業に参加して
今回、この事業に参加するきっかけとなったのは「利用者様の工賃を UP したい・オリジナル、
自分達の作った商品に誇りを持ち自信に繋げて欲しい」という想いから参加することを決めまし
た。
イベントや日々の業務でなかなか時間が取れない中、こういった機会があることで、約半年間、
アドバイザーの加藤先生のもと、今まで 1 つの商品に対して時間とプライドをかけて取り組んで
なかった事に気づかされました。これを機会にスタッフ同士でたくさん話をし、時間をかけて取
り組みました。
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この事業で、私たちは基本的な商品の開発・売値のつけ方・原価管理といった「就労」という
視点を持つことの意味が少し分かったように思います。きっとこの事業に参加してなければ、
「支
援」の視点だけで、いつまでもマネジメントの力が付かず、利用者様に出来ることしか探さず、
工賃を UP する事も、利用者様の可能性も広げることが出来なかったと思います。
まだまだ発展途上の事業所ですが、「与えられた就労」から「誇りを持ち自らが関る職・作業」
に 1 歩ずつ進んで行きたいと思います。
平成 29 年度 販路開拓・技術支援参加事業所
～

トムハウス

（南区）～

アドバイザー
新居敏春先生

●事業の成果物とその後
販路開拓・技術支援をいただいた後、カープ応援ポップコーン
と称して店頭でカープ応援歌を流しながら♪ユニフォーム姿で販
売していました。なかなか人通りが少ない中、学校帰りの小学生
が遠くから駆け寄りその日あったことを話してくれたり、いった
ん帰宅した後 100 円握りしめて買いに来てくれたりと楽しい時
間ができました。今は暑くなりポップコーンをカープ応援かき氷
に変え、かき氷の旗を風が揺らしてくれています。(^▽^)
エコたわしについては発表の際好評いただき出店の度に
前列に並べて、お客様に立ち止まって手にとっていただいて
います。準備が間に合わないほど（笑）…と言いたいところ
ですが、ゆっくりと販売させていただいています。
委託販売のお店は建築基準の
理由によりオープンさせることを断念
しましたが,出店にてしっかり販売して
行こうと思っています。お陰様で少しずつ
工賃 UP につながっています。
よきご指導ありがとうございました。

～

阪神（黄）
、中日（青）
カープ（赤）が全部
くってやる～！！

平成 29 年度 販路開拓・技術支援参加事業所

アドバイザー

よもぎのアトリエ亀崎

加藤秀樹先生

夢ひろば（安佐北区）～

●事業の成果物とその後
お正月を意識して、『豆をたべよ
う』という企画で、ダイキ川内店に
販路を開発していただきました。煮
豆はなかなか売上げが伸びませんで
した。
自慢の「お惣菜」をパックに入れ
て並べてみました。すると、レシピ
をつけて並べたとき初めて完売！うれしくなって時々、余裕があるとき
だけお惣菜を売っています。お店の方に迷惑かけそうなくらい時々なの
です。
目標は、もっとプロ意識を持って当てにされるように並べなくてはと思っています。
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今年こそ日本一を目指して！

良和ハウス・プレゼンツ・スポンサードゲーム

今年も、良和ハウス様から、8 月 1０（金）対巨人戦の観戦に
ご招待いただきました。観戦招待数 64 名に対して、31 事業所
153 名の応募があり、昨年参加者にはご遠慮いただく中で抽選
をした結果、13 事業所の参加となりました。2 年続けて不参加
となった事業所が出ましたが、来年も招待があれば再挑戦してく
ださい。残念ながら参加できなかった事業所の皆様の分もしっか
り応援してきたいと思います。
観戦当日に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。

昨年の写真

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。昼食とか、残業時の間食に是非ともご購入ください。
皆様のお越しをお待ちしています。なお、8 月 14 日は、盆休みにする事業所が多いため、休店
にしました。
広島市役所 1 階ロビー（東側）
出店販売日
7日
8
14 日
月
21 日
9
月

事業所（１）
広島どんぐり作業所

事業所（2）
つくしんぼ作業所

事業所（3）
なないろ作業所

―

―

―

SOAR きつつき

安芸の郷

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

4日

WIND えのみや

おりづる作業所

かざぐるま舎

11 日

SOAR きつつき

安芸の郷

なないろ作業所

18 日

もみじ作業所

アイラブ作業所

すまいるスタジオ

25 日

広島どんぐり作業所

つくしんぼ作業所

出店販売日
8
7日
月
14 日

9
月

安佐北区役所１階ロビー
つくし工房

安佐北区総合福祉センター２階
亀崎夢ひろば

―

―

21 日

可部つちくれの家

お菓子工房エール

28 日

亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

4日

お菓子工房エール

つくし工房

11 日

つくし工房可部

亀崎夢ひろば

18 日

―

お菓子工房エール

25 日

亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

【9 月のイベント】
〇 育成会まつり 日時；平成 30 年 9 月 2 日（日） 10：00～14：30 場所；広島市立三篠小学校
〇 2018 マーガレットコンサート 日時；平成 30 年 9 月 9 日（日） 開場 14：00 開演 15：00
場所；広島国際会議場

チケットは市就労まで

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