発行所

センター通信

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

2015 年 6・7 月〔第 226 号〕

http://h-shisyurou.jp/

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

被爆 70 周年記念事業
～平和記念資料館入館者へ絵ハガキを配付～
今年、広島市平和記念資料館の入館者へ記念品として、千羽鶴再生プ
ロジェクトファクトリーチームの再生紙を使用した絵ハガキが選ばれました。
広島市がファクトリーチームのこれまでの活動を認め、障害のある人の
就労や工賃向上について本気で応援するため、年間 130 万枚のハガキの
発注を予算化してくださり、ファクトリーチームが受注を受けることに
なりました。障害者優先調達推進法による発注のため、
「すまいるスタジ
オ」が窓口となりますが、解体作業に携わっている事業所全体での受注
事業です。今後は年間を通じて数回に分けて納品するため、第 1 回目の
納品を 4 月 23 日に行い、翌週 27 日より来館者へ配布が始まりました。
これまで、千羽鶴再生ファクトリーは、NPO 千羽鶴未来プロジェクトと協同して、広島
市就労支援センターが中心となり、市内約 30 事業所が平和公園に掲げられた千羽鶴を丁
寧に解体し、ノートや名刺、ボールペン等共通の製品や事業所の自主製品作り、販売等を
進めてきました。社会実験として進めてきた取り組みですが、最近では、事業所から解体・
仕分け、製品の袋詰めや自主製品作りの作業は障害の重たい人も作業に参加でき、
「自分達
が解体した鶴が（再生紙になって）商品になった」と喜ばれているという感想も聞かれる
ようになりました。また、地域の方や観光者と一緒に解体作業することで交流を深め、平
和活動と同時に障害のある人への理解を深める手助けにもなってい
ハガキの表、右下に
る、と話される事業所もあります。そういっ
千羽鶴再生紙のロゴ
た活動を広島市障害者自立支援課、平和推進
と共に
課へファクトリーを代表するメンバーや千
羽鶴未来プロジェクト事務局長が丁寧に伝
「千羽鶴再生紙を使用
えて、広島市との地道な交渉が行われ、今回
障がい者の自立支援
の発注につながりました。
をサポートします」と
この機会を次の事業展開につなぐために、 印刷されています。
収益は事業所で解体作業に関わる利用者の
伝えていこう あの日のことを 1945 年 8 月 6 日
Share it—what happened on August 6, 1945
工賃のほか、今後の新しい製品を開発したり、障害のある人た
ちの新しい仕事作りにするための資金にできないか、と考えて
います。今回の事業がファクトリーチームにとって新たな活動
につながっていくよう、皆でアイデアを出し合いながら取り組
伝えていこう あの日のことを 1945 年 8 月 6 日
んでいきたいと思っています。
Share it—what happened on August 6, 1945
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「宅配お好み焼き」で地域とつながる！
NPO 法人みらい 未来館
広島市南区翠四丁目 3-12
TEL：082-251-5606、FAX：251-5611
未来館は、1997 年 5 月「街の中でお店を持ち、多くの人々とふれあいながら働き暮
らしたい」という想いを持つ仲間たちが集まって出来ました。
開所当時からこだわっているのは、店舗を併設するスタイルの作業所です。地域の人とふれあい
ながら、障害をもっている人達がいきいきと働く姿を見てもらいたいと思ったからです。
店頭で販売している商品は、手作りクッキー・パウンドケーキなどのお菓子ですが、2011 年の
移転をきっかけに「宅配お好み焼き」をスタートさせました。
広島ならではの「お好み焼き」なので、味に厳しい方がたくさんおられるのでかなり不安があり
ましたが、地域へ溶け込むには身近であろうと考え始めました。
利用者・職員全員がオタフクソースさんの指導を受け、練習に練習を重ね、そばの焼き方や種類
も試行錯誤しながら販売に漕ぎ着けました。
最初は生地さえも上手く引けず、焦がしたり形が崩れたりと失敗することも２～３か月続きまし
たが、今では、ほとんどの工程をこなせる利用者も生まれました。毎朝、「今日は、何処から何枚
の注文が来るかな？」と電話やＦＡＸを待っている人、自分が出来ることはやっておこうと進んで
準備する人、それぞれが役割を持って関わり頑張っています。
最近は、近所の方々や他の作業所などから沢山の注文を頂けるようになり、地域のイベントなど
でも「お好み焼きを焼きに来てください。」と依頼されることも増え「お好み焼き」の仕事を選ん
で良かったと思っております。
これからも、たくさんの人に食べてもらえるようメニューを充実させ、みんなで力を合わせて頑
張っていきたいと思います！
皆様にも、一度食して頂きご意見を賜り、多くの方々により愛されるお好み焼きにすべく取り組
みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〈お好み焼きメニューの一例〉
肉玉そば
肉玉うどん
ミニ肉玉そば
ミニ肉玉うどん

550 円
550 円
400 円
400 円

宅配エリアは、仲間が「自転車でお届けできる範囲」を基本としておりますが、5 枚以上からは、
職員と仲間がクルマでお届けしますので、お電話でご用命頂ければ幸いです。
（文：理事長 武田佳浩）
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新しい食品表示制度について
食品表示法が今年 4 月 1 日に施行されました。当センターでは、5 月 8 日に広島市健
康福祉局保健部食料指導課（講師：中西貴浩氏）へこの制度についての「出前講座」をお
願いしました。受講者は、13 事業所から約 20 名の方々が参加しました。
この法律の策定は、消費者が求める情報提供と事業所の実行可能性とのバランスを図り、
双方にわかりやすい表示基準を策定することです。つまり、これまでの食品衛生法、JAS
法及び健康増進法の 3 法で規定されていた食品の表示を包括的かつ一元的な制度に整え、
特に食品衛生法による食品区分を JAS 法の考え方に基づく区分に統一・整理されました。
そして、具体的なルールである「食品表示基準」は、上記 3 法の下に定められていた 58
本の表示基準を統合したものになります。
この制度は、4 月 1 日からスタートしましたが、加工食品と添加物は 5 年間、生鮮食
品は 1 年 6 か月の間、以前の制度に基づく表示を認める経過措置期間が設けられます。
ただし、新基準に基づく表示の変更は 1 回で実施せねばなりません。
専門的なことや細かいことがたくさんありますので、表示変更の際に疑問点等がありま
したら、下記へ遠慮なくお問い合わせくださいとのことでした。
広島市健康福祉局保健部食料指導課
TEL：082-241-7404 FAX：082-241-2567

被爆 70 周年記念事業

2015 マーガレットコンサート

～障害者と広島交響楽団とのジョイントコンサート～
マーガレットコンサートは今年で 11 年目を迎えます。被爆 70 周年となる今年は、記念事業
のひとつ「被爆 70 周年記念事業・2015 マーガレットコンサート」として、特別ゲストを迎え
ます。プログラム第 1 部のテーマは和太鼓とオーケストラによる「祈りと再生」、第 2 部は歌声
とオーケストラによる「未来への希望」です。
特別ゲストは、
「となりのととろ」の「さんぽ」などのジブリ映画の主題歌や挿入歌を歌ってお
られ、2013 年に歌手デビュー30 周年を記念してアルバム「セレブレイション」を発売されま
した「井上あずみ」さんです。
開催日：平成 27 年 7 月 12 日（日）
場

会場 14：00 開演 15：00 終演予定 17：00

所：広島国際会議場 フェニックスホール

入場料：全席指定です。
前売券 S 席：2,000 円、A 席：1,700 円、小人 1,000 円（高校生以下、A 席のみ）
当日券 S 席：2,500 円、A 席：2,000 円、小人 1,000 円（高校生以下、A 席のみ）
例年のとおり、地下２階ロビーでは、11 事業所による自主製品の販売と、エンジェルフィッ
シュによるコーヒー販売が行われます。
チケットはプレイガイド、ふれ愛プラザや各区保健福祉課などで取り扱っています。当セン
ターでも販売していますのでお問い合わせください。
（問い合わせ先 TEL：082-537-1331）
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安佐北区出店販売
平成 23 年に、当時の安佐北区長の発案により、安佐北区役所 1 階ロビーで火曜日に毎回 2 事
業所が出店して自主製品を販売することになりました。
当初の売上は良かったのですが、安佐北区総合福祉センターと区役所から離れていることも関
係してか、来所者が増えず、売上が年々低下してきました。一番の購入者は来所者よりも区役所
職員でした。特に昨年は、8 月 20 日の豪雨災害とその復興作業の影響が関係してか、後半はお
客様が非常に少なかったそうです。
そこで、今年度から試みとして、販売場所を区役所と総合福祉センターの 2 ヶ所に分け、事業
所の出店曜日をできるだけ固定して 1 か所 1 事業所で販売することにしました。
販売時間は、市役所販売と同様に 12：00～13：00 です。お近くにお越しの際は、是非とも
お立ち寄りください。
出店販売日

6
月

2日

ウイング可部

9日

特定非営利活動法人

安佐北区総合福祉センター
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

16 日

可部つちくれの家

ウイング可部

23 日

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

30 日

お休み

7日

7
月

安佐北区役所

お休み

ウイング可部

特定非営利活動法人

14 日

特定非営利活動法人

つくし工房可部

21 日

NPO 法人

28 日

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば

憩

つくし工房可部

NPO 法人よもぎのアトリエ 亀崎夢ひろば
ウイング可部
可部つちくれの家

広島市役所 1 階ロビー出店販売
昨年度同様に 5 月から 1 階ロビー東側で、3 事業所による出店販売を開始しました。6 月、7
月の出店事業所は下表のとおりです。
各事業所、長机一つでの販売ですが、たくさんの商品を並べています。１２：00～13：00 の
昼休憩の時間ですが、是非お立ち寄り、お買い求めください。お待ちしております。
出店販売日
2日

事業所（１）
SOAR きつつき

事業所（2）
工房とも

事業所（3）
ワークハウス スマイル

広島どんぐり作業所

安芸の郷

おりづる作業所

16 日

SOAR きつつき

すまいるスタジオ

みのり作業所

23 日

もみじ福祉会

なないろ作業所

元気工房やる気まんまん

30 日

未来館

スーリール

アイサンサン作業所

広島どんぐり作業所

なないろ作業所

つくしんぼ作業所

14 日

SOAR きつつき

みのり作業所

アイラブ作業所

21 日

スーリール

おりづる作業所

ワークハウス スマイル

28 日

未来館

元気工房やる気まんまん

サンライズ

9日
6
月

7日
7
月
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