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Create(創造) ,Challenge(挑戦),Collaborate(協働)を大切に
待ち望んでいた梅雨明けとなり豪雨災害の不安から解放されたと思ったら、連日の猛暑続きとな
り異常気象に悩まされる日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、各事業所では、日々下請の仕事や食品・革細工・縫製・木工等、様々な仕事に取り組ん
でおられますが、他の事業所の様子は意外と知らないものです。そこで、今回は、施設外就労や
内職作業に取り組んでいる事業所（広島市手をつなぐ育成会）に記事をお願いしました。

こんな仕事をしています（仕事紹介）
「作業のデパート」…

作業が楽しいと感じられる作業所へ（多機能型事業所 よこがわ）

「多機能型事業所よこがわ（育成会）
」は開所当時から、
「で

「皆さん黙々と真面目に作業されています」

きそうな作業はとりあえずやってみよう」の方針で少しずつ
作業種目を増やしていきました。今ではブラインド洗浄、タ
オルクリーニング、封筒封入作業、外清掃作業、除草作業、
部品検品袋詰め作業、食品箱詰め作業など大きく分けて 13
種類の作業があります。いちばん人気は、内職製品の配達の
仕事です。利用者と職員の配達は一対一でじっくりと話がで
き、「走る相談室」の役割もあるようです。
外清掃は、桜、落ち葉、雪、霞など情緒たっぷりです。10 人乗りの車での外清掃を遠足気分で
楽しみにしている利用者の方も多くおられます。
利用者の皆さんの個性も様々で得意な作業もそれぞれ違います。よこがわは「作業のデパート」
として、利用者のみなさんに多くの作業種類の中から、やりがいを持っていただければという気持
ちで今後も独自性を発揮していきたいと思います。
施設外就労（清掃作業）を頑張ってます。

（多機能型事業所よこがわ 佐々木

）

（広島作業所 就労継続支援 A 型）

（仕事の説明）
広島作業所（育成会）では、清掃作業として平和大通りを週 3 日、高天原（たかまがはら）を週
2 日行い、勤務時間は、4 時間となっています。午前と午後に 4 時間ごとの 2 グループに分けて
ワークシェアリングをして、より多くの「働きたいと希望を持っている人」を受け入れています。
春は、お花見・お墓参りのごみ集めをしたり、季節の花が散ったのを集めたりします。
夏は、草の成長が早いので鎌で刈ったり、草ぬき作業をしたりしています。夏は、お祭りとか盆
の行事があるので、ゴミがよく出ます。
秋冬は、落ち葉が散ってくるので、枯葉をまとめて捨てたり、山に戻したりしています。夏と冬
は、外作業なので季節の影響を直接受けます。夏は水分補強をしたり、日陰で休憩して過ごす工夫
をしたりしています。冬は、手がかじかんで思うように動かせないことがあります。また、高天原
の山道が、凍っていて滑りやすい所もあり注意が必要です。天候に左右され、大変なこともありま
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すが、利用者の皆さんは、自分の仕事に誇りを持って元気に作業にあたっています。
清掃作業を頑張る高橋賢一さん（利用者）の様子
高橋さんは、高天原と平和大通りの清掃現場に誰よりも早く、1 番に
着いています。
作業には、積極的で次にやることも考えて仕事の道具の用意をして、作
業が一区切りつくと「次はこの仕事をやるよ」と言ってリーダーシップ
をとって指示を出してくれます。作業をしたい気持ちが強い方なので、
「もうちょっと、チャチャとせんと」とみんなへ声掛けすることもあります。休憩時間は、テレビ
を見たり話をしたりして楽しく過ごしておられます。結構賑やかで、カープの試合の話がよく出ま
す。天気の話も多いです。高橋さんは、職場のいい雰囲気を作り出すムードメーカーです。

ここで、作業所に通いながら自立した生活をいきいきと送っておられる賢ちゃん（高橋賢一さん）
にインタビューをし、それを文章に起こしたものを紹介します。

「休むわけには

いかんけん！」

一人暮らししよる。門限がないけん、自由にのんびりできるけ、困っ
たことは無い。今ね、うちの町内会で組長と区長をやっています。総会に
出て、話を聴いたり意見を言ったり回覧板が回ってきたら回覧板を回した
りしよる。町内会の祭りがあったら準備をしたり、指揮をとるわけ。皆、
年配が多いけ。役員の仕事は楽しい。５年間続けてやりょうる。やる人が
おらんけん。
父親が亡くなって 7 月 22 日で、ちょうど丸 3 ヵ月になる。あと 2 週間すれば 3 ヵ月。早い。寂しい。
まさか自分の親が二人とも逝くとは思わんかった。A 君のお父さんも逝ったでしょ。B 君のお父さんも
逝ったでしょ。僕、二人おったけど亡くしとるけぇ。兄弟は、5 人。5 人兄弟の一番上。僕、長男なん
よ。長男がしっかりしとかにゃ。あと、皆兄弟こうなるわけ。こうなったら積み木倒しみたいに。長男
が大黒柱で支えにゃ意味が無い。そうでしょ普通だったら。
朝 6 時過ぎに起きて仕事に行く準備。作業着、飲料水・新聞紙・弁当、栄養ドリンク、団扇、DVD プ
レイヤーを赤いカバンに入れて持って行くんよ。バス 1 本で着く。平和大通りも高天原も 1 本でいくけ
ぇ。職場に 7 時 50 分に着くでしょ。職場に 1 番に着くわけ。仕事が始まるまで DVD プレイヤーで音楽
を聴いたり、弁当を食べて新聞もみよる。
仕事の帰りはスーパーによって缶コーヒー・明日の弁当や飲み物を買って帰る。朝食・昼食は、半額
の弁当をスーパーで買うわけ。
好きなのは、モー娘。今度、コンサートに行くけぇ。チケットは、コンビニのコピー機で買いよる。
仕事は、高天原と平和大通り。1 ヶ月に 20 日位働いて、給料が 6 万 9 千円から 7 万 2 千円位。
休まず働いとるけぇ。ちゃんと報告入っとるでしょ。あと、障害基礎年金 2 ヶ月で、13 万円。
皆に仕事を教えている。枯葉を集めている。道路をきれいにしたり、お墓をきれいにしたり、草ぬき
をしている。蚊がたくさん出るので大変。雨の日が大変。大雨が降ったら仕事を休みたい。休むわけに
はいかんけん。雨降ったら回りが見えんけん。音も聞こえん。カッパの内側も濡れるわけ。木の根っこ
の枯葉は、角度で熊手とか箒ではとれんけん、ブロワーで吹き飛ばしたら写真が綺麗に撮れるけぇ。道
路が無い方にブロワーをかけるわけ。石とか飛んだらいけんけん。
（広島作業所 所長 西本博義）

みなさんの事業所の利用者さんで「がんばりやさん」の紹介の記事を募集しています。
ぜひ，ご紹介下さい。
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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 30 年度 販路開拓・技術支援参加事業所
～

夢ハウス （安佐北区）～

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・技術支援で新居先生にアドバイスを頂き生まれた「たこ焼き型お好み焼き」。
『早く売ってみたい!』と逸る気持ちはありますが、まずはこの商品の商標登録とその作り方の
特許出願を・・と日々、特許出願書類の作成を行っています。しかしながら、やはり素人では行き
詰るところもあり、現在、一般社団法人広島県発
明協会の方々にご助力いただきながら進めてい
ます。時間はかかるかもしれませんが、一年をか
けてアドバイザーの先生と取り組んだこの助成
金事業の成果が夢ハウスの「知財」となるよう、
取り組んでいこうと思っています。尾崎基金と新
居先生とのご縁に感謝です。

平成 30 年度 販路開拓・技術支援参加事業所
～

育成会 上安作業所（安佐南区）～

アドバイザー
新居敏春先生

●事業の成果物とその後
当該作業所が運営している飲食店「喫茶いくせい牛田店」の
〈野菜カレー〉
売上増のために、新居先生アドバイスのもと、お店の特徴を
もっとアピールしようということになりました。そこでお客様
からの評判がよかった手作りカレーを“売り”にすることにし、
１月からカレーの種類を５種類増やし、これまでの３種から
８種類になりました。種類を増やしてから徐々にカレーの注文
をいただくことが増えてきました。嬉しいことです。これから
熱い時期になり、さらに注文が増えることを期待しています。
また、飲み物のメニューを増やし、新たに甘酒（温・冷）を
取り入れました。これからの時期、夏バテ予防にピッタリで
す。おろししょうがを少しいれて飲むのがお勧めです。
仕方のない事ですが、お店の外壁工事が始まり足場が組ま
れ、はた目には休業しているような印象をあたえるようです。
９月上旬には工事が終わるようですので、はっきりしたこと
がわかるのは９月以降かもしれません。
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平成 30 年度 販路開拓・技術支援参加事業所
～

社会福祉法人 知恵の光 ふなき福祉園（安佐南区）～

アドバイザー
加藤秀樹先生

●事業の成果物とその後
今回、この事業に参加するきっかけとなったのは、ふなき福祉園のオリジナルのジャムを活かし
たクッキーを作り、販路開拓に結びつけばとの思いでした。
それと、事業所の近くに安佐動物園があり、ふなき福祉園でも元々動物の型ぬきクッキーを作って
いたので、何かでつながることが出来ればいいな～と思っていました。
そのアニマルックッキーなどを改良してより良い商品にとのアドバイスをいただき今回、新しく
４種類のクッキーが出来あがりました。

森のくまさんクッキー

アニマルックッキー

ふなき福祉園のジャムを使った
フルーツコンポーネントクッキー（左）
とフルーツステッククッキー（右）

その商品を持って、さっそく安佐動物園に何かできないか？とお願いに行き反応が良かった
ので、次につながればと思っています。
普段クッキーを置かせてもらっているお店や、出店したバザーでも評判が良く、またお礼の
お返しとしても使っていただけたりと、今後、さらなる改良を重ねながら販路が広がる様に
展開していきたいと思っています。

～

平成 30 年度 販路開拓・技術支援参加事業所

アドバイザー

クラブハウス・シェイキングハンズ（安佐南区）～

加藤秀樹先生

●事業の成果物とその後
アドバイザーの助言をいただき、平成 30 年 12 月から、産直商品「浅美さんがつくる山口周防
大島 馬ヶ原みかん」
「雅子さんが刈り取った 山口周防大島 若芽寒ひじき」の販売を始めまし
た。生産者の顔が思い浮かぶようなネーミングを考えるところから、スタッフが楽しみながら（も
ちろん、とても大変でしたが）準備を
すすめました。注文書から発注書を作
成し、それを生産者へ FAX し、生産者
からお客様に商品を発送していただく
システムです。当事者には、ダイレク
トメールの発送作業、注文書と発注書
をチェックしていただく作業や、請求
書のあて名書きを担っていただきまし
た。3 月末までの販売を終え、2 年目
のシーズンに向けて、スムーズな広報
ができるよう、準備に取り掛かってい
るところです。今後は、みかんのシー
ズン以外に販売できる商品を増やして
いくことを視野に入れ、活動したいと
思っています。
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千羽鶴再生グッズ情報シリーズ PARTⅡ

千羽鶴再生プロジェクトのキーステーション「すまいるスタジオ」からの
お知らせ！！
＜新商品のご紹介＞
■千羽鶴再生グッズに新しい商品が登場しました。
・M8 メモ帳（60×70mm）

M8

TJ シリーズ

・カープ付箋 BOX（S）

Carp

M8

■千羽鶴再生グッズに新しいデザインが登場しました。
・カープ A6 リングノート+ボールペンセット

・25mm カープロゴマグネットバッジ

・32mm カンバッジ、マグネット（TJ シリーズ）

・A6・A7 リング大学ノート

・ポチ袋 5 枚セット（TJ シリーズ）

「千羽鶴ファクトリーチーム」の皆さんが千羽鶴再生グッズを
販売すると、事業所へ販売益が入ります。自分たちでグッズを
販売することによって、販売益が利用者の方へ還元できるよう
になります。オリジナルデザインでグッズを製作することも可
能です。お気軽にすまいるスタジオまでご相談ください。
（在庫
はすまいるスタジオが持つので安心です。
）
お問い合せ先：すまいるスタジオ TEL082-240-9400
（河東）
1 日「ひろしま夢ぷらざ」で実演販売中！！

（TJ シリーズ：全国で活躍するイラストレーターTAJIMA
RYOICHI さんとのコラボ商品）
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（どってん）

ここからどんでん返しだ～！
今年も、良和ハウス様から、8 月 12（月）対巨人戦の観戦に
ご招待いただきました。観戦招待数 60 名に対して、28 事業所
133 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、12 事業所の参加となりました。今年は、浮き沈
みの激しい試合が続いていますが、最後まで勝利を期待して応
援してきます。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

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。昼食や、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 6 日は「原爆の日」のため、1３日は盆休みに
する事業所が多いため、休店です。
広島市役所 1 階ロビー（東側）
出店販売日
6日
8
13 日
月
20 日
9
月

事業所（１）
―

事業所（2）
―

事業所（3）
―

―

―

―

SOAR きつつき

安芸の郷

かざぐるま舎

27 日

広島皆賀園

アイラブ作業所

元気工房やる気まんまん

3日

WIND えのみや

スーリール

みのり作業所

10 日

SOAR きつつき

アイサンサン作業所

安芸の郷

17 日

レインボー

ワークハウススマイル

かざぐるま舎

24 日

広島どんぐり作業所

元気工房やる気まんまん

―

出店販売日
8
6日
月
13 日

9
月

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
―

―

―

20 日

可部つちくれの家

亀崎夢ひろば

27 日

亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

10 日

―

亀崎夢ひろば

17 日

―

―

24 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；令和元年 9 月 8 日（日） 10：00～14：30 場所；広島市立三篠小学校
当センターは 8 月 13 日（火）～15 日（木）をお休みさせていただきます。
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