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ありがとうメッセージ

Life

・ もえぎの会のご厚意により、布をいただきました！雑貨作りに使用したいと
と思います。ありがとう
ございます。
・ 四国学院大学ボランティアの皆さん、香川県立丸亀城西高等学校のボランティアサークルの皆さ
ん、ＴＭフェスティバルの運営、サポート、手芸サポートなど、ありがとうございます！

201４
201４．７．１発行

特定非営利活動法人ＳＡＪ
特定非営利活動法人ＳＡＪＡ
ＳＡＪＡ
就労継続支援Ｂ
た
就労継続支援Ｂ型事業所 たんぽぽ
〒763‐
763‐0066
丸亀市天満町 1‐2‐31

・ 野菜農家の皆さんのいつも新鮮で低価格なお野菜の提供、日用品の提供、ありがとうございます。

ＴＥＬ：0877
40
ＴＥＬ：0877‐
0877‐22‐
22‐284

・ ＴＭフェスティバルのチラシを置かせていただいた店舗、クッキー委託先の
の方々、ご協力ありがと

ＨＰ http://nposaja.

うございます。
「チラシを見ました」と、出店、参加してくださる地域の方々との出会いがありま
した！

個人研修報告
～ＩＰＳ全国研修会に参加して～

賛助会よりお知らせ
たんぽぽのスローガン「誰もが自分の人生の主役をおくることができるように」！
！自分の人生なんだ

精神保健福祉士 三宅 春菜

から自分で切り開きたい・・・それは誰もが思うことだと思います。私たちは、そのような生活を実現

ＮＰＯ法人ＳＡＪＡでは、昨年度から個人研修制度を取り入れています。個人研修は、職員の支援者

できるように、キッズショップ POP
PO、駄菓子屋たんぽぽ等様々な活動を行っています。
今年は新たな取り組みとして、土曜日にＴＭフェスティバルをスタートしています。四国学院大学
の学生をフェスティバル運営の主軸としており、
「たんぽぽから希望を飛ばそう」を合言葉に、地域に

としての質の向上と利用者サービスへの波及効果をねらいとしており、個々の職員の希望による研修の
機会が提供されています。今年度、私はＩＰＳ型就労支援を研修テーマとし、文献やＤＶＤの購入、研
修会等に参加するなどの方法を用いて研修をしています。
その個人研修制度を利用し、広島県広島市にて開催された第 3 回ＩＰＳ全国研修会に参加しました。

お住いの方なら誰でも出店や参加が可能な機会を作っています。
地域の中で自分の人生を主役として送るために近くでサポートを行えるのは、地域に住む私たちである

会の構成は、住吉偕成会の中谷真樹先生による「働いて元気になる！～ＩＰＳと私たち～」から始まり、
ＩＰＳの説明、各地におけるＩＰＳ実践報告シンポジウム、ＷＲＡＰを用いたクロージングの４本立て

と思います！たんぽぽの活動にご賛同いただいた皆様、ありがとうございました！

で行われました。
ＩＰＳとは、日本語訳では援助付き雇用と呼ばれている、精神障害者に対する就労支援のプログラム

ＴＨＡＮＫＹＯＵ！

です。ＩＰＳの対象者は精神障害をもち、働きたいと思うすべての人であり、目的は、最低賃金が守ら
れた一般就労です。ここで言う一般就労には、障害者枠での雇用も含まれますが、障害をもつ人を一つ
の空間に集め、障害をもたない人をスタッフとして配属するような形での労働は、一般就労には含まれ

赤崎すみ子 天
天野勲 池畑キヨミ 泉川妙子 大橋勝 大路健
健
菅美枝子 端山道夫 浜田知美 前田善晴 丸尾幸雄 溝口三千子
三井孝子 渡辺恵美子 杜塚康矩
(敬称略)

ません。従来型の訓練後に就職という流れではなく、ＩＰＳでは就職後に働きながら訓練していくため、
就職への早さが大きく違います。また、ＩＰＳはリカバリー志向の支援であり、ストレングスに着目し
ます。アセスメントでは、利用者の強みや得意なこと、好きなことやこれまでにうまくいったことなど
を重視します。それは、本人が困っていることや不安、過去に本人が上手くいかなかったことを見ない、

＊引き続き、賛助会への入会を募集しています！詳細については、たんぽぽまでご連絡下さい！

聴かないということではありません。ストレングスに着目するため、職業選びは利用者の好みが優先さ

○ご入会の特典・・・
「たんぽぽ通信」及び研修事業等の情報をお届けします。

れますが、支援スタッフが利用者の言うことをすべて聞き入れ、願いを叶えるということではありませ
ん。願いを叶えるのは利用者本人の役割であるため、支援スタッフはその肩代わりも、ジャッジもしま
せん。

前回のＬｉｆｅ発刊から、早くも２ヶ月が経過しました。今年はしっかり雨が降っていますね。これ

ＩＰＳには８つの原則があり、原則に忠実なモデルの成功率が高く、今までの支援モデルより就職率

から梅雨が明け、暑さが本格化してくると思うと、ついつい溜息が出ます。ところで、冒頭でお伝えし

が良いことや、就職期間や収入でも上回ったことや、働くことは症状悪化を起こす理由にはならないこ

たＩＰＳ全国研修の中で、
「私たちに必要なもの」というお話がありました。その中のひとつにプロ意

となどが証明されています。また、誰が働けて
て誰が働けないのかを初めに予測することは不可能であり、

編集後記

識を持つことが挙げられていました。そこには、どんどん良いものを取り入れるフットワークの
軽さが含まれています。私も、夏の楽しみ方を知っている人と出会い、学び
び、どんどん取り入れ、
「夏の過ごし方のプロ」を目指して過ごしたいと思います。

除外基準なしのポリシーがもっとも重要であるとのことでした。
研修中にも話がありましたが、精神障害者の働くことを支援していく上でＩＰＳ型就労支援が最も良
いというわけではありません。しかし、精神障害をもつ人が、自分の人生に対する主体性を回復するた
めには、つまりリカバリーしていくためには、とても効果的な手段であることを学びました。

新たな
地域との
つながり
四国学院大学学生 山下千里

ＴＭフェスティバルとは、
「地域ぐるみ」をコンセプトに四国学院大学精神保健福祉コース、
有志学生が主体となり毎週土曜日にたんぽぽで行っている企画です。
T・M フェティバル～飛ばそう希望～この名前の由来は天満町の頭文字を取り、T・M フェ
スティバルとメインタイトルを付け、サブタイトルは、たんぽぽにちなんで、たんぽぽの綿毛
が飛んでいき、様々な場所で花を咲広げる様に、たんぽぽから希望を飛ばしたいという意味を
込めてサブタイトルを付けました。毎週、子ども服のセール、フリーマーケットを開催し、1
回目は、四国学院フォークフェロー部による弾き語りコンサート。2 回目は、スーパーボール
すくい、輪投げ。3 回目は、四国学院フォークフェロー部による弾き語りコンサートでした。
どの企画も盛り上がりましたが、特に四国学院フォークフェロー部による弾き語りコンサート
では、生音によるライブがＰＯＰＯに響き渡り、参加者、お客様、すべてを一つに包み、大い
に.盛り上がりを見せました。また、演奏を終えた部員に感想を聞くと、｢めちゃめちゃ楽しく
て、毎週歌いにきたいです！｣と興
興奮冷めやまぬ表情で、次回参加を約束し
してくれました。ま
た、T・M フェスティバルは一般参
参加 OK です。私も何か売ってみたい！僕もコンサートで歌
を歌いたい！など何でも構いません。みなさんも一緒に天満町から希望を飛ばしませんか？

主任
任 小西靖代

販売
売初日の様子です♪

約 1 か月前の事、駄菓子屋たんぽぽの常連のお客様より、職場へ駄
菓子を販売に来てほしいとのお話を頂きました。詳しくお話を伺うと職
場はたんぽぽからも近い老人介護施設で、グループホーム、ケアホーム、
デイケア等、多機能な介護福祉サービスをされているとのことです。入
所の方は、日頃お買い物に行く機会が少ないため、なにか楽しめるもの
をと考え、昔懐かしい駄菓子を楽しみながらお買い物ができたらとのこ
とでした。すぐ日程を調整し準備を始めました。初めての出張販売のた
め、ご高齢の方に喜んでもらえるような駄菓子の厳選、車イスでも見や
すいようにと陳列の
の方法とメンバーもお客さんに楽しんでもらうため
に色々と考えていました。販売当日は、入所の方はもちろん職員の方も
たくさん来てくださり、大賑わいでした。メンバーも忙しく接客し、活
き活きとしている様子が覗えました。
駄菓子の売り上げも良かったですが、それ以上にお客さんが笑顔で駄菓
子を選んでいる姿は
は言葉では言い表せないくらいのたくさんの想いを
メンバーに感じさせてくれたのではないでしょうか。駄菓子屋のお客さ
んの出会いが地域に
に繋がったことはたんぽぽにとってとても大きな出
会いだと感じています。今後もひとつの出会いを大切に地域へ繋がって
いきたいと考えています。

参加ボランティアさんのひと
参加ボランティアさんのひとこと
・この活動によって、たんぽぽから天満町へ元気を届けられたら嬉しいです。T・M フェステ
ィバルが、天満町の老若男女すべての交流の場にしていけるように、私達学生の若いパワー
とたんぽぽのメンバーのパワーでこれからも頑張っていきたいです。(ｍ・ｋ)
・まだ始まったばかりですが、お客様から｢楽しそうやから来た！｣、｢こん
んなの欲しかったん
よ、ありがとう！｣などと、嬉し
しい言葉が聞けて、ますますやる気がでま
ました。今後も、天
満町から希望を飛ばしたいです。(ｙ・ｋ)
ボランティアの皆さんと！

弾き語りコ
コンサート！

毎週やってます！
フリーマーケット

Vol.５
看板作り★

★ＣＬＵＢ ＨＯＵＳＥ★
精神保
保健福祉士 三宅春菜

6 月のクラブハウスは、西谷理事
事長によるクラブハウスの成り立ちや歴史
史、理念等の講義を
行いました。クラブハウスは哲学でありプログラムではないこと、そのため、「何を行うか」
より「なぜ行うのか」を重視するこ
ことが大切です。たんぽぽでは、日常のス
スタッフ対メンバー
の支援関係ではなく、誰もが支援する側に立つことができるような関係性を作ることを目指
し、始まったとのことです。会の後、クラブハウスメンバーで感想を話し合ったのですが、
「こ
の目的を理解して参加している人が実際には少ないのではないだろうか」という率直な意見
や、「自分が入院中でも、相談相手はやっぱり入院中の患者さんやったし、そういう関係が意
図的ではなく自然にできたら素敵ですよね。」という意見が出ました。そして、次の日には講
義をパソコンで文書化してくださった方もおり、
「しんどくても、誰かのために何かをしたい」
と思う方がいる限り、私たちらしく
くワンズハートクラブハウスの活動を続け
けていきたいと思い
ました。来月の予定は「かき氷を作って食べよう！」です。そこにどんな意味を持たせるのか、
そこからしっかり話し合いをしたいと思います★

最近、
最
「趣味」についてよく考えることがあります。
スタッフのつぶやき
「趣
趣味は何ですか？」と聞かれたことがある
る方は大勢 スタッフのつぶやき
精神保健福祉士 山﨑裕太
太
いら
らっしゃると思いますが、皆さんは何と答
答えている
でし
しょうか。
私
私は最近始めたことがあります。それは水
泳です。仕事が休みの日は近くの市民プールに通い、
1 時間ほど泳いでいます。運動不足解消にもなりますし、プールで出会う方々との会
会話が面白か
った
たりと、良い息抜きとなっています。メンバーにプールの話をすると、
「自分もちょ
ょっと運動し
てみ
みようかな」
「最近太って悩みよるんや」などといった反応がありました。自分のた
ために始めた
こと
とではありますが、周囲に与える影響もあ
あるのだと感じました。
趣
趣味を持つことはストレス発散になります
す。また、趣味を周囲の人に話すことで、
、プラスの影
響が
があるかもしれません。私もメンバーの話
話を聞いて影響されていることが多々あり
ります。お互
いに
に影響し合える関係って素敵だなと思いま
ます。

社 会 就 労 セン タ ー 協 議 会 総 会 報 告 !!
主任 小西靖代

5 月 21 日(水)平成 26 年度社会就労センター
ー協議会総会に参加しました。前年度より当事業所
も会員となっています。今年度の事業所の取り組みとして、工賃向上に向けて施設外就労を考え
ており、社会就労センター協議会の事業を詳しく知るために総会に参加しました。社会就労セン
ターでは 77 団体の福祉施設が会員登録をし、社会就労センターを通して、農作業、花壇
壇の整備、
委託作業、バザー、優先受注啓発活動、研修会等の事業に参加しています。当事業所でも
も昨年、
「
うたづええもん市」に参加しています。総会の中で、多くの施設が施設外就労を行っており成果
を上げているようです。優先受注においても 5 月中には各行政機関が優先受注要項を作成すると
のことでした。当事業所でも月の平均工賃は少なく、工賃向上は大きな課題となっており、職員
会議の中で検討を続けているところです。香川県の平均工賃 1 万 3 千円に近づけるためには施設
外就労、優先受注への取り組みは当事業所にとって最も工賃向上に不可欠な事と考えています。

