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・農家の皆様からの野菜、地域の
の方々からの日用品の提供、いつもありがとう
うございます。

ＨＰ http://nposaja

★たんぽぽ掲示板
たんぽぽ掲示板★
掲示板★
・焼き芋の販売が始まりました！水・木・金曜日に、焼き立てのものを販売しています！
冬の風物詩である焼き芋、ぜひご賞味ください♪
・１１月１１日にクラブハウスを行います。１２月に向けて忘年会の計画を立てる予定です。
・１月１８日（日）
、城西高等学校
校にて、ＫＯＫＯるーむ和―楽（わーく）主催
催の、あんもち雑煮作りに
参加します！

２０１４年度ＳＡＪＡ主催
地域生活支援関係職員研修会 開催！

所長 村井
井 誓子
手作り布絵
絵本 →

去る 10 月 11 日（土）に 2014 年度
度地域生活支援関係職員研修会を開催しました
た。毎年１回

自主製品 紹介

当法人主催で地域福祉に関する研修を目的に実施しています。
今回は映画「ドコニモイケナイ」の上映
映とその監督島田隆一氏の講演でした。映画は
は良くも悪く
も重い現実を描き出した考えさせられる内容ではありましたが、監督の講演を聞くこと
とで、製作過

）
・手作りクッキー（写真の大きさは各 100 円です。
ゴマ、よもぎ、ナッツ、チェリー、ココアとバニラのハート型（右）

← クッキー（右）

・希少糖含有シロップ使用 紅茶クッキー（左）

紅茶クッキー（左）

違和感があり、私が日頃良かれと支援して
ていることが本当はそうではないのかもしれな
ないことを認
識せざるを得ない印象深い場面もありました。監督は謙遜して話されていましたが、監
監督の主人公
に対自する立ち位置にも共感できるものがありました。当初は主人公の吉村妃里氏にも
も講演をお願

・ぽぽ洗剤（小 100 円 大 300 円）
・マカロンストラップ（
マカロンストラップ（500 円）
・指人形（500 円）

←ひらがな
あそび

いしていたのですが、体調を崩し入院治療中であるとのことで来県が適いませんでした。
当日研修会での他の方々の感想も印象に残った言葉が多々あります。病気であること
とが幸せ不幸

・手作り布絵本（2000 円）
・ひらがなあそび（3000 円）

程や日々の葛藤等、深い考えを伺い、より
り一層映画を味わうことができ、私たちの日頃
頃の活動につ
いて考え振り返る良い機会となりました。
主人公である吉村妃里氏の人生からみると福祉サービス事業所での活動や送迎シーンはとても

指人形 →

せの指標ではない、あってはならない。私
私達と同様、人としての尊厳を保とうと懸命に
に生きる一人
の女性の姿が描かれていました。自分の周りではどうなのか、今いる立場でどうあるべ
べきなのか考
えさせられ耳に痛い言葉もありました。この映画は観る人によって感想が様々なようで
です。宣伝で
←マカロン
ストラップ

編集後記
あっという間に１１月を迎えました。昨年度の個人研修では、精神障害を持つ人の「リカバリー」につ
いて学び、私自身では「保護的な労働の場」はリカバリーには適さないのでは、と考えていました。事業
所という構造上、スタッフとメンバーという役割が生まれていることがもっとも大きな理由です。そんな
中でも、私たちが事業所として活動していることの意義や理由を考えてみては、と助言され、私なりに考
えているところです。
日々のかかわり中で、メンバーから教わる様々なこと、たとえば接客や委託先での対応やクッキーの作
り方のコツ、たんぽぽのこれまでの活動の経緯や趣味の話まで、幅広い知識や情報が私の中に積み重なる
ことが、私がここにおり、一緒に活動をしていくことの意義のひとつとなっていれば嬉しく思っています。
今後も事業所として活動することの意義や理由を考え、たんぽぽ一丸となり行動していきたいです。

はありませんが、是非まだご覧になっていない方は観ていただき、意見交換ができれば幸いです。
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日帰り旅行 in 岡山！

自主製品 大量注文！！
精神保健福祉士 山﨑 裕太

11/2（日）、岡山県蒜山方面へ日帰り旅行に行ってきました。メンバーとその家族、スタッフの総勢
12 名が参加しました。
この日帰り旅行は、予算は一人 1 万円程度の負担で行ける場所という条件がある中で、行先はメンバー
の希望で決めています。今回は、蒜山焼きそばが食べたいというメンバーの希望が通り、岡山県となりま
した。
昼食は蒜山高原センターで蒜山焼きそば定食を食べた後、ひるぜんジャージーランドで馬に餌やり体験
など行いました。ひるぜんワイナリーでワインの試飲を楽しみ、最上稲荷神社を参拝し、たんぽぽへ帰っ
てきました
ソフトクリームや土産品の試食などで、お腹がはち切れるほど数々の間食をしたことが印象的でした。
雨が心配されていましたが、傘を必要としない程度で楽しむことができたことが本当に良かったと思い
ます。来年はどこになるのか今から楽しみです。

2014 年度

精神保健福祉士 三宅 春菜
９月から１０月にかけて、手作りクッキーやぽぽ洗剤、手作り雑貨等自主製品の注文や予約をた
くさんいただき、製造班、販売班ともに慌ただしい日々を過ごしました。例をあげると
と、郡家幼稚
園より、クッキー、ぽぽ洗剤ともに 100 個ずつの注文や、丸亀市社会福祉協議会より、社会福祉
大会で団体へ向けた賞品として、クッキー360 個の注文などがありました。
そのため、製造班では緊急ミーティングが何度か開かれ、生産数や製造日数の見直しが行われて
いました。販売班でも、クリントピア丸亀にて排油を使用したぽぽ洗剤を作りに行き、
、パック詰め
やラベル張りを行いました。また、駄菓子の袋詰めや手作り雑貨、特にひらがなあそび
び、カナカナ
あそび等の知育玩具の予約も時々お声がかかり、生産者としての喜びを感じながら作業をしていま
す。
私たちが、価格、品質ともに自信を持っておすすめできる商品たちが、地域の皆さんのお手元に
少しでも多く届けることができるよう、今後も試行錯誤していきたいと考えています。
。

全国精神障害者地域生活支援協議会（あみ）
フォローアップ研修会 iｎかがわ

「生活者として生きる」～地域生活支援の新たな展開～
クッキー営業班
前回のＬＩＦＥでもお知らせしましたが、2014 年度全国精神障害者地域生活支援協議会（通称：あみ）
主催の全国大会「あみ出す未来～地域生活支援のビジョンを描く～」を受け、
、フォローアップ研修会を 12
月 20 日（土）に、ユープラザう
うたづにて開催する運びとなりました。
午前中は阪井土地開発株式会社
社代表取締役の阪井ひとみ氏の講演、午後は行政報告とシンポジウム「地
域生活支援のビジョンを描こう」
」を予定しています。シンポジウムでは、愛媛県の相談支援事業所光と風
大西未佳氏より地域移行や地域定
定着について、広島県の地域生活支援センター
ーまほろば金子百合子氏より、
相談支援の中核的業務の実際につ
ついて、就労支援Ｂ型事業所たんぽぽ小西靖代氏より、地域再生や地域交
流の実践について、お話をしてい
いただく予定となっています。
昨年我が国が批准した障害者権
権利条約の理念が示すとおり、障害をもつ人々の人生の主人公はその人で
あるということの原則に立ち、今
今一度日々の支援を振り返り、自らの地域生活支援に新たな意味を見出し
ていく必要があると考えています
す。
年末ということもあり、公私と
ともにお忙しい時期かとは思いますが、多数の参加を心よりお待ちしてお
ります。

活動報告！
精神保健福祉士 山﨑
﨑 裕太

クッキーの委託販売先が増えました。今回、
「良心市高瀬」様が委託を受けてくださ
さり、10 月 8
日から販売をしていただいています。
地域にたんぽぽクッキーを少しでも広げることができる場所はどこかとメンバー、スタッフで話
し合いを行い、いくつかの場所をまわらせていただきました。今回営業に伺うにあたって、営業仕
事の経験があるメンバーを中心に、身だしなみやあいさつといった最低限のマナーを守るよう確認
を行いました。営業に行かせていただいた方々には不慣れな営業で失礼があったかとは思います
が、お時間を取っていただき本当にありがとうございました。
良心市高瀬様には、雑貨等も今後委託させていただく予定となっています。これからよろしくお
願いいたします。

