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Create(創造) ,Challenge(挑戦),Collaborate(協働)を大切に
ちいさな森のカフェ gland
2014 年 7 月 13 日に安佐南区伴南（セントラルシティこころ）
にあるフレスポ西風新都に「ちいさな森のカフェ gland」をオープ
ンいたしました。ちいさな森のカフェ gland は、障がいのある方
の働く場所であり、障がいのある方があの店で働きたいと思える店
として、そして、お客様にとって寛げる癒しの空間をコンセプトと
した店舗を作りました。
現在では、利用者の方は、接客や店の備品の準備（ショップバッ
クにスタンプを押す）
、届いた商品の検品、掃除など様々な仕事に
取り組まれています。お客様をお迎えする姿勢や接客など回数を重
ねていくうちにスキルを上げています。具体的には、あいさつはも
ちろんのこと、お客様をお出迎えするための身だしなみ、言葉づか
い、商品の受け渡し、商品の取り扱いなど日々実践を積んでいます。
利用者の方も「接客をするのが楽しい」ととても笑顔で話されています。

月～土曜日（日・祝日休）
10：00～18：00
ＴＥＬ：848-5518

当店では、お客様にほっこりとした時間を過ごして頂くために、京都
の老舗から仕入れたほうじ茶などのお茶の提供を行っています。そのお茶は、お客様自身が急須に
茶葉を入れ自分の時間を過ごして頂くというスタイルで提供させて頂いています。また、同じ法人
内で作られた商品や他福祉施設で作られたジェラートや焼き菓子なども扱っています。その他、オ
ーガニックの食品や店のオリジナル商品などの食品類、フェアトレード（公平貿易）の雑貨、広島
在住の作家さんが作られたハンドメイドのアクセサリーなども取り扱っています。店の一部を地域
の方に開放してちいさな教室を行い地域の人が集える場所としての提供も行っています。
働く人も購入される人も商品を作る人も全ての方が「良かった」と思われるような存在でありた
いと思います。ちいさな森のカフェ gland を通じて障が
いのある方がその人らしく働き、お客様も店を利用するこ
とで私たちの活動を知って頂ける機会が広がる様に日々、
地域に根ざしたお店となる様にちょっとおもしろいこと
を発信していきたいと思います。また、障がいのある方々
が作られた商品や雑貨などが全国へ広がっていくよう、
日々お客様をお迎えしていこうと思っています。
（店長 春名 洋子）
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第 4 期 千羽鶴ファクトリー報告会
9 月 7 日（月）、育成会総合福祉センターにおいて、「千羽
鶴ファクトリー」参加事業所の関係者が集い、第 4 期に向け
た報告会を開きました。
「千羽鶴ファクトリー」は、広島市か
ら譲り受けた千羽鶴を解体して再生紙にし、その再生紙を使っ
たグッズを販売するなどの活動を行っているチームです。この
9 月から 4 年目（第 4 期）に入ります。昨年は、初めて、広島市役所から関係部署の課長をゲス
トにお招きしました。これが、後で報告する広島市への「絵はがき」納品につながりました。今
年も、
「千羽鶴ファクトリー」のサポーターとして、広島市から被爆体験継承担当課長、障害自立
支援課長（代理）
、日本福祉車両協会会員、社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会会長・常務理事
の皆様をお招きしました。参加した事業所は、新規参加予定の 3 事業所を含む 21 ヵ所 27 人（第
4 期「千羽鶴ファクトリー」
：31 事業所スタート）、関係者を含めると総勢 35 人になりました。
司会進行は、社会福祉法人 交響 常務理事 安部倫久 氏にお願いしました。
ところで、第３期（平成 26 年 9 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日）は、30 事業所でスタート
し、年 3 回の希望配付に加え、途中千羽鶴が無くなったため事業所が単独で申請した 38 袋も含
めると、583 袋の解体・仕分けを行いました。集いの活動報告は、次のとおりでした。

最初に、「すまいるスタジオ」（金子智範氏）
から、広島市が被爆 70 周年記念事業の「平和
の発信力の強化」として千羽鶴ファクトリー・
グッズである「絵はがき」130 万枚を障害者優
先調達推進法により発注し、4 月 27 日から平
和記念資料館入館者へ無料で配布し始めたこと
を報告しました。これによる収益は、解体作業
にかかわった人たちへの工賃のほかに、将来へ
向けたファクトリーの仕組みづくりに使いたい
と考えています。次に、
「すまいるスタジオ」
（奥
井美穂氏）と「作業所わくわく」
（田中伴恵氏）が、新商品「リングノート」と「ポチ袋」
の製作について発表しました。これは、千羽鶴未来プロジェクトがリングノート等の製作
のために機械を購入して「すまいるスタジオ」に
貸与、1 冊、1 個からでも製作が可能になったこ
との報告でした。デザイナーである吉清有三氏に
デザインについてご協力をお願いすることになり
ますが、これにより各事業所固有の商品が安価で
製作可能になりました。
「すまいるスタジオ」での
製作風景はまさに職人さんの世界です。最後に、
吉清氏から「活動の広がり」についてのお話があ
りました。これからの狙いは、①利用者を職人と
して育てる、②仕事を作る、③売れる商品をデザインする、④自分たちのブランドを作る、
ことではないか…。製品のデザイン性を高め、クオリティとオリジナリティの追求は欠か
せませんが、何よりも事業所の独自性を明確にする発想が大切です。
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イベント紹介
神田山荘フェスタ 2015
日時：平成 27 年 10 月 3 日（土）
・10 月 4 日（日）事業所販売時間 10：00～16：00
場所：天然温泉クアハウス神田山荘（東区牛田新町 1-16-1）
入場料金：一般：550 円・被爆者：250 円・小学生以下無料 ※温泉料金等含む
10 月 3 日（土）：3 事業所が出店販売
10 月 4 日（日）：2 事業所が出店販売
問い合わせ先：神田山荘 ＴＥＬ（082）228-7311

秋のグリーンフェア 2015
日時：平成 27 年 10 月 3 日(土)～10 月 12 日(祝) 9：00～16：30
(入園は 16：00 まで)
場所：広島市植物公園（広島市佐伯区倉重三丁目 495）
入場料：無料（駐車料金は有料 [普通車 440 円 中・大型車 1,350 円] ）
花苗のプレゼントやコンサート・地元特産品販売など多数のイベントを開催します。
イベントスケジュールは、広島市植物公園ＨＰ(www.hiroshima-bot.jp/)でご覧いただけます。
※『芝生広場』で、フェア期間中、土日祝のみ各日 1～2 事業所が出店販売

第 41 回 広島県知的障害者福祉大会 第 14 回はつらつ（本人大会）
平成 27 年度 広島市手をつなぐ育成会 研究大会

広島大会

日時：平成 27 年 10 月 4 日（日）10：00～15：15
場所：JMS アステールプラザ（中区加古町 4-17）
講演：
「わかりやすい障害者総合支援法」～どこが変わったか～ 講師：又村あおい 氏
シンポジウムテーマ：みんなで知ろう、考えよう「地域生活支援拠点」
参加費：一般・一般会員：1,000 円、本人会員：700 円
『大ホール・ホワイエ』において 5 事業所が出店販売
問合せ先：広島市手をつなぐ育成会 TEL（082）537-1772

第 21 回広島市スポーツ・レクレーション・フェスティバル
日時：平成２７年 10 月 11 日（日） 10：00～16：00
場所：広島広域公園多目的広場（広島市安佐南区大塚五丁目）
主催：広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会
『ふれあい広場』において 5 事業所の出店販売

第 31 回西区民まつり
日時：平成 27 年 11 月 1 日（日）9：20～16：00
場所：広島サンプラザ及び西部埋立第 5 公園
主催：西区民まつり委員会

問合せ先：西区民まつり委員会事務局 TEL532-0927
４事業所が出店販売
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スケートリンク開場祭 2015
日時：平成２７年 11 月３日（文化の日） 販売時間 10：00～16：00
場所：広島市総合屋内プール～ビッグウェーブ～（広島市東区牛田新町一丁目 8-3）
主催：広島市スポーツ協会、広島市

問合せ先：TEL222-1860

『エントランス』4 事業所、
『リンクサイド』１事業所が出店販売
『喫茶 いくせい』
（２Ｆテラス）もご利用ください。

事業所のイベント紹介
「第 24 回どんぐりまつり」
日程：平成 27 年 10 月 18 日（日）
時間：10:00～14:00
場所：広島市安佐南区大塚西 3－8－1 広島どんぐり作業所、どんぐり学園
内容：演芸発表、ゲームコーナー、食品販売など
問い合わせ先：どんぐりまつり実行委員会

ＴＥＬ082-848-1036

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

10・11 月の出店販売は下記のとおりです。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）
事業所（１）
事業所（2）
広島どんぐり作業所
工房とも

事業所（3）
つくしんぼ作業所

13 日

スーリール

おりづる作業所

ワークハウス スマイル

20 日

未来館

なないろ作業所

安芸の郷

27 日

もみじ福祉会

元気やる気まんまん

みのり作業所

10 日

SOAR きつつき

安芸の郷

ワークハウス スマイル

17 日

未来館

なないろ作業所

アイラブ作業所

24 日

広島どんぐり作業所

スーリール

アイサンサン作業所

出店販売日
6日
10
月

11
月

出店販売日
6日
13 日
10
月
20 日
27 日
10 日
11
17 日
月
24 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

ウイング可部
特定非営利活動法人

NPO 法人
つくし工房可部

憩

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば

ウイング可部

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

特定非営利活動法人

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば

NPO 法人

つくし工房可部

憩

ウイング可部

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば

可部つちくれの家

記事にする話題、情報がありましたらお知らせください。
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