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８/８(木)

天神社夏祭り
り

この時期がやってきました！たんぽぽ夏のイベントといえば、天満神社の
夏祭りです。今年も朝 6 時からの境内の掃除から始まり、夜 21 時まで販売等の
仕事を行っています！毎年、境内では、自主製品(クッキー、ナスの辛子漬け)の販売、縁日(スーパ
―ボール、ヨーヨー釣り)、たんぽぽ
ぽでは、駄菓子屋・POPO の開店、野菜の販売、輪投げを行っ
います。また、今年はスタッフお手製の光るおもちゃをたこ糸で結んだくじ『百本
本釣り』を行ってお
り、これが大盛況だったと話を聞いています。やっぱり、お子さんは光るおもちゃ
ゃが好きですねぇ
～★そして、各販売の持ち場には、四国学院大学の学生さんがボランティアで入っ
って下さったりと
メンバー8 名、ボランティア 4 名、スタッフ 6 名で参加した賑やかな
お祭りでした！あぁ～私も小学生の頃、お祭りに行ったなぁ～と懐か
しむ時間も少なく…お客の呼び込み、お店・たんぽぽの建物にライト
アップの工夫をしたりと、あっという間に時間が過ぎたよう
に思います。天満神社の夏祭りは、地域に馴染んだ
昔懐かしいお祭りです。このようなお祭りに参加で
きることを嬉しく思い、来年皆さんが更に楽しんで
見 えにくいですが
いただける工夫を考えていきたいと思います。
… 神社境内の縁日
天満神社夏祭りの関係者の皆様、ボランティアの皆
の様子
様、ありがとうございました！

委託先開拓！営業班始動！！
前回の LIFE にてお伝えしたように、販売班の中の営業班 2 名、製造班 5 名にて雑貨の
委託先開拓視察を行っています。今回は 2 件の視察にでかけています。2 店舗とも
も、料理・
雰囲気にこだわっており、ランチを食べながら販売班は…お店の人の様子や営業に行く際の
心構え等について考えました。製造班は…お店の雰囲気と自分達が作っている雑貨の中で何
が合うのか等、営業に持っていく商品のことを考え、帰りの車内で感じたことを話し合いな
がら帰ってきました。
結果、1 店舗は私たちが作っている雑貨とお店の雰囲気が合わないという話し合
合いにな
り、もう 1 店舗のみの営業決定とな
なりました。そしていざ営業へ…午前中営業に行く営業
班 1 名、製造班 1 名、スタッフ 1 名で、営業経験者のメンバーから様々な意見をもらいな
がらミーティングを行っています。私自身 2 年前にクッキーの委託先拡大で営業に行って
以来の久しぶりの営業に緊張しました。お店の方は忙しい様子で結果的には契約できません
でしたが、たんぽぽを知ってもらえるきっかけになりました。「残念やった
な～」「まぁ～仕方がないわ」と話しながら、ふっと思い出しました。2
年前の営業の際にも、30 件回って委託件数が 9 件だったことを！まだま
だこれからなんだと、気持ちを新たに視察・営業を重ね、委託先の拡大
に努めていきたいと考えています。

法人

夏祭り終了作業場にて

地域生活支援関係職員研修会
たんぽぽ

８/９(金)

納
納涼会

冬の忘年会に引き続き、今回は夏祭りも終わり、打ち上げを兼ねて、たんぽぽ納
納涼会を行っ
ています！今回も、たんぽぽ近隣にある「うまか房塩屋店」にて 18 時から、なん
んと飲み放題
で参加者全員盛り上がりました。前回参加できなかったメンバーも何名か参加して
ており、全員
で 22 名の納涼会となりました。
たんぽぽが仕事を行う場所であるため、仕事の話を抜きにした時間がなかなかと
とれずにいま
す。そのような中、いつもと違う場所・雰囲気・仕事の話を抜きにした時間という
うことが、と
ても特別に感じました。会話の中には、日頃言えないような内容もあり…そんな話
話もお酒が入
れば無礼講です。色々な話をして、メンバーとスタッフではなく、人と人との関係
係・つながり
とはこういうことなんだと再確認した時間でした。本来企画していたのは、ビアガ
ガーデンだっ
たのですが、今回は行けなかったため、またの機会に企画したいと思案中です。

テーマ
〈開催要項〉
・開催日時
・場
所

・対象者

開催決
決定！

～世界
界の精神保健福祉の潮流～

２０１３年１０月１６日(水) １０：００～１５：４５
丸亀市生涯学習センター(まなびランド)４F 講座室１
〒７６３―００３４ 丸亀市大手町２丁目１―２０
TEL ０８７７－
－２３－１０９１(代)
地域活動支援センター職員、障害福祉サービス事業所職員、
保健所職員、市町関係者、精神科医療機関職員、相談支援事業所職員、
社会福祉協議会関係者 他(順不同)
無料
A(サヤ)
NPO 法人 SAJA

・参加費
・主
催
〈プログラム〉
９：３０
受 付
１０：００
開 会
１０：１５
上 映(初めて精神科病院をなくした国、イタリアで
起こった実話を基に映画化！)
１２：１５
昼食休憩
１３：３０
講演「世界の精神保健福祉の潮流～先進諸国における精神障害者支援の実際～」
講演：仁木 美知子氏(NPO 法人精神保健福祉交流促進協会)
１５：３０
閉 会
詳細については、チラシ、またたんぽぽまでご
ご連絡下さい！
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