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巻頭言
～川崎ふれあいの会の２５年と今後～
ければという使命感や意欲が失われてきつつあ

１９８７（昭和６２）年１０月に市民団体とし

るように感じるのは、私だけであろうか？

て「川崎ふれあいの会」が設立され、昨年１０月

この２５年の間に利用者も関係者も年を重ね、

に２５年を迎えた。その記念として、記念誌「川

エネルギーも落ちてきた。時代も変わったが、若

崎ふれあいの会の２５年」を刊行した。

い人々は今の整備された施策や保障が当たり前

ある方から、「記念式典はしないのですか？」
と聞かれた。式典や懇談会は思い出には残るだろ

という生活に馴れて、自分達で何とかしなければ

うが、当会にとって何が必要かを考えた時、記念

という考えや気力は減退してきたように思う。

誌の発行だと思った。両方出来るに越したことは

２６年目を迎えた今年からは当会は、今後に向

ないが、予算も人手も掛るのでどちらかを選ばざ

けての模索の年になろう。障害者自立支援法の施

るを得なかった・・・・。

行以降、事業・財政運営は困難を増し、毎年の収
支赤字が解消されず、このままの財政状況が続く

当会は、「自分たちが中心になって働く場がほ

ことは許されなくなってきた。

しい」という当事者の希望を実現したいという
人々の願いから出来たのである。その頃は、地域

理想を掲げその遂行に心しても、事業が継続で

で生活するための社会資源は少なく、精神障がい

きなければどうしようもない。これからは、当会

者への施策も少なかった。多くの人が精神病院に

の事業が継続できるような事業運営をまずは目

入院すると長期間あるいは一生を病院で過ごし、

指さなければならない。今後は事業運営の回復に

退院は困難だった。そこで、関係者や作業所職員

多くのエネルギーを費やさなければならないだ

は社会生活に必要な社会資源づくりに皆で力を

ろう。このため「軽食喫茶・ショップふれあい事

合わせ奮闘した。

業運営会議」を開催し理事・監事・評議員・オブ
ザーバーが、安定的な事業継続・財政運営のため

その後、年々精神障がい者の法律は整備され施
策は進んだ。それまで保障されなかった彼等の権

に実行性のある事業に取り組むべく検討してい

利も守られることになった。しかし、法律や施策

る。そして運営が軌道に乗り、その後の活動の方

と実際の生活や支援には大きな隔たりがある。法

向性を検討する日がくることを願っている。

的整備がされるようになり、自分達が何とかしな
（理事長
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牧野田

恵美子）

軽食喫茶・ショップふれあい 事業運営会議報告
軽食喫茶・ショップふれあいでは、今後の安定した運営について考えていくため、事業運営会議を立ち上げました。

運営会議を立ち上げることになった背景
平成２０年度、
「軽食喫茶・ショップふれあい」は、それまで『小規模通所授産施設』として別々に運営をして
いた「軽食喫茶ふれあい」と「ショップふれあい」の２施設の工賃作業内容を合わせる形で、
『就労継続支援Ｂ型
事業』に移行しました。しかし、現在に至るまで厳しい運営状況が続いています。
原因としては、まず、日々の利用者数が運営費の額に直接影響する仕組みのため、多くの利用者の方に来てい
ただく必要があるのですが、思うように利用者数を増加できなかったことがあげられます。そして、それぞれの
施設で行っていた作業内容をそのまま継続しており、１つの事業所で 3 フロアに分かれて作業を行っているため、
基準以上の職員配置をする必要があることも原因の一つです。
赤字続きでしたが、平成２４年度までは法人内他事業所からの繰入金で補填し運営を維持してきました。しか
し、このまま他事業所からの繰入金を継続できる保証はなく、平成２５年度以降は軽食喫茶・ショップふれあい
が自力で運営をしていくことが必要とされています。ミーティングや会議の場面で、利用者・職員で話し合いを
重ねて来ましたが、状況を改善できるような方針を出すことができず、現在に至っております。そこで、理事・
監事・評議員・行政関係者に厳しい運営の現状を理解してもらい、今後について検討・意見交換をする場を作り
たいということで、事業運営会議を立ち上げました。

平成２４年度は、１月２５日（金）と２月２２日（金）の２回開催し、参加者の皆様からいただい
たご意見を職員会議、スタッフ会議やメンバーミーティングで話し合い、平成２５年度の事業計
画を作成しました。以下に各会議の内容を報告させていただきます。

第１回報告
＊日時： 平成２５年１月２５日（金）１４：００～１６：００
＊参加者： １６名（内訳：理事・評議員１１名、行政関係者３名、他法人関係者 1 名、職員１名）
＊議題： 参加者自己紹介、会議開催目的、平成２０年度事業開始以降の経過説明、平成２４年度事業経過報告、
平成 25 年度事業運営計画（案）、情報提供（①宮前ハンズの実践：宮前ハンズ職員より、②今、必要とされて
いる就労の場とは？：精神保健福祉センター、幸・中原区保健福祉センターより）、意見交換（①Ｈ２５年度運
営計画（案）について、②今後の軽食喫茶・ショップふれあいの事業運営について）
＊参加者の方からの意見（一部抜粋）
・ 作業時間を短くする提案について、人件費削減のため仕方ないかもしれない。しかし、就労継続Ｂ型は、一般
就労に向けてステップアップとして徐々に働く時間を延ばし、働く日数を増やしていくというイメージがある
ため、逆行しているように思えてしまう。作業内容をいろいろ工夫し、利用者数のアップを図って財政を立て
直し、事業を縮小せずに前向きな方向で考えていってほしい。
・

新規利用者を増やすことも大切だが、まずは現在の利用者の利用率を上げる対策が必要である。

・

体制や内容を工夫することで、自立支援給付金の加算を付けられる可能性がある。検討してみては？

・

フロアが分かれていたとしても、職員がつきっきりにならなくてもできる作業内容を取り入れてみては？各
場面に必ず職員が１人ずついなければならない状況は、現在の職員体制では厳しいのではないか。

・ 効率よく利益や利用者数があがる作業に絞り、そこに重点的に力を入れていけばどうか。
・ 製品の販売について、確実に売れるルートや場所を開拓し、作業をたくさん提供できるようにしてはどうか。
・ 現在行っている事業内容は、小規模通所授産施設の時とあまり変わっていないように思える。就労継続Ｂ型
事業所としてのあり方をもう一度考え直す必要があるのではないか。
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第２回報告
＊日時： 平成２５年２月２２日（金）１７：００～１９：００
＊参加者： １３名（内訳：理事・監事・評議員１０名、オブザーバー１名、職員２名）
＊議題： 参加者自己紹介、第１回事業運営会議報告、平成２５年度運営計画（案）の説明、意見交換、今後の事業運営
会議の開催について（＊今後、検討する必要のある事項 ①事業種別の選択について、② ①に伴う作業内
容の検討）
＊参加者からの意見（一部抜粋）
・

本来主体であるべき利用者の意見が見えてこない。利用者の希望と職員との隔たりがありすぎると良くな
い。来年度から新しい運営で始まり、上手くいかないこともあると思われる。その際は利用者・職員が向き合っ
て考え、お互いに無理をしないことが大切だと思われる。

・ 今までふれあいがやってきた利用者に細やかな支援をし、無理のないペースで作業を行うやり方も大切に考
えてほしい。
・

シフトの組み方などで、利用者数のアップを図る工夫が出来ると良い。作業時間が短くなったことで、利用日
数を増やしたい利用者もいるのではないか。

・ 事業の選択について、現在の状況を考えると就労移行支援を組み込むことは難しいだろう。

２回の会議を終えて
事業移行してから５年が経過しました。しかし、現在の軽食喫茶・ショップふれあいの運営状況では、就労継続支
援Ｂ型事業が本来行うべきサービスを充分提供できていないことが、会議での情報提供や意見交換を通してよりは
っきりと見えてきました。軽食喫茶・ショップふれあいでは、これまで「利用者が主体となった活動」を意識して行い、
共に話し合いながら出来る限り利用者の希望に沿うかたちで運営を進めてきました。現在の厳しい運営状況では、
その進め方では運営が行き詰まってしまう状況が多くなってきたように感じます。しかし、今後も川崎ふれあいの会
の基本理念である「利用者主体の活動」を忘れずに、経営状況の改善を図る事業のあり方を検討していきたいと思
います。

＊ H２５年４月から、ここが大きく変わりました ＊
① 職員体制 ： 就労継続支援 B 型の基準に合わせた人員配置とする。
そのため、非常勤職員の人数、勤務時間が少なくなった。
② メンバー作業時間： 午後の作業終了時間が１４：３０となり、
短縮された。

今後について
上記のように、H２５年４月から作業時間・職員体制などを見直して運営していますが、事業内容を変え
ずに職員体制を縮小するというやり方では、やはり無理が出てきています。今後も事業運営会議を開催
し、より安定した運営を目指してこれから軽食喫茶・ショップふれあいがどのような方向に進んでいくべき
か、利用者、職員、関係者一体となって考えていきたいと思います。

（記：宅間・石渡）
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川崎ふれあいの会研修会報告

川崎ふれあいの会では、毎年様々なテーマを設け、研修会を行っています。
今回は平成 2４年度に行われた研修会についてご報告いたします。

＊ 睡眠と生活リズムについて ＊
日時：平成２５年２月８日（金） １４：００～１５：４０
場所：地域活動支援センターふれあい 参加者：２８名
講師：中原区保健福祉センター

箱島徳子氏、加藤綾子氏（保健師）

★睡眠をうまく取るには？・・・生活リズムと睡眠のお話★

生活リズムってとても大切！！
健康な生活リズムの 3 本柱、それは〔睡眠〕
〔運動〕〔食事〕です。
朝 できれば 8 時までに起きて朝食を摂ると、腸が動き、活動開始のサイン。食欲がわかなくても、
水分（牛乳・ジュース）だけでもとることが大切です。
昼 軽い運動（散歩、ジョギング）がおすすめ。昼寝は 30 分以内、明るい所で寝すぎない程度に。
夜 交感神経（緊張）から副交感神経（ゆったり）に切り替わるのが夜。寝るためのお酒は×、
トイレに起きて不眠の原因にもつながります。

日本人の 5 人に 1 人は不眠！？
① 入眠困難…なかなか寝付けない人がこれにあたります。遅い時間にコーヒーを飲むなどカフ
ェインとりすぎに注意し、食事は就寝 3 時間前までに摂りましょう。
② 中途覚醒…途中で目覚めてしまうのもつらいもの。寝具の厚さやパジャマのゴムの調整でお
さまることも。頻尿やムズムズ病は治療してね。
③ 早朝覚醒…暗くして眠ると効果的かも。寝る前のタバコは、神経を高ぶらせてしまうのでＮ
Ｇです。
④ 熟眠障害…充分眠ったはずなのに、熟睡したという満足感が得られない状態のこと。眠りの
時間や深さは個人差があり、浅い眠り（レム睡眠）時に起きるとすっきりします。

質疑応答 講義後、参加者より質問が出され、講師の箱島さん、加藤さんよりお答えいただきました。
Ｑ「眠剤を飲み続けると効かなくなるのではないかと心配です。」
Ａ：長く飲んではいけないものもありますが、服用しているうちに生活習慣が変わり眠れるように
なることもあります。微妙な量の調整は、自己判断せず主治医に相談しましょう。
Ｑ「夜中に空腹で起きた時は、どうすればよいですか？」
Ａ：そのままで眠れないなら、小さめのパンや少量の牛乳をとるとよいでしょう。
沢山食べると胃が活動を始め、目覚めてしまいます。
Ｑ「眠剤を飲んでも布団を敷いているうちに目覚めてしまうのですが？」
Ａ：準備万端整えてから眠剤を服用し、その後は活動せず布団にはいってすぐ寝ましょう。
Ｑ「よく寝るための軽い運動とはどれくらいですか？」
Ａ：ウォーキングなら 30 分程度、ストレッチもよいです。やりすぎて疲れたり、寝る直前も身体が
活動を始めてしまうのでおすすめできません。
（記：小川
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由起子）

活動報告

（平成２４年７月１日から平成２５年７月３１日まで）

【バザー報告】 （ ）内は参加部門名
平成２４年
１０／１９ 川信バザー（喫茶・ショップ）
７／２６、１２／５ アゼリアバザー（喫茶・ショップ）
９／１５ 多文化フェスタさいわい（喫茶・ショップ）
１０／２０、２１ 幸区民祭（喫茶・ショップ）
１１／３ 健康まつり（喫茶・ショップ）
１１／３ 平間中学校バザー（ショップ）
１１／４ 福祉大会（喫茶・ショップ）
１１／２８ 武田病院バザー（喫茶・ショップ）

新川崎駅近くで昼間はランチ、

１１／１６、３０、１２／１４ 東芝販売（喫茶・ショップ）

夜はスナックを営業してい る

１２／１ プラザまつり（喫茶・ショップ）
『琴』さんでクッキーの委託販
センターの外出レクの写真
ふれあい研修会写真
喫茶・ショップ
１２／７ なかはら会映画上映会（喫茶・ショップ）
売をさせていただくことになり
（東京駅にて）
（睡眠と生活リズムについて）
ともしび見学
平成２５年
ました。ママさんから元気をも
２／２８ アゼリアバザー（喫茶・ショップ）

らえる素敵なお店です(^o^)／

３／９、１０ 幸文化センターまつり（喫茶・ショップ）

【行事活動報告】（ ）内は参加施設名

平成 24 年 7 月から平成 25 年 7 月まで

平成２４年
7／１０（火）牛角にて誕生会を兼ねての食事会をしました。（グリーン）
８／１０（金）暑気払い。柿安で食事会を行いました。
（センターふれあい）
８／１０（金）暑気払い。うな兆で食事会を行いました。（喫茶・ショップ）
９／１２（水）中原会のバスハイクに参加しました。（グリーン、あしびな）
９／１４（金）セサミ香房と合同のバスハイクで、忍野八海と富士山五合目に行きました。（合同）
９／１８（火）いさりび（和食店）にて誕生会を兼ねての食事会をしました。（グリーン）
１０／５（金）川崎駅前にて赤い羽根街頭募金活動を行いました。（喫茶・ショップ、センターふれあい）
１０／２３（火）ぼてじゅうにて誕生会を兼ねての食事会をしました。（グリーン）
１０／２４（水）中原消防署立会いの下、避難訓練を実施しました。
（あしびな）
１０／２６（金）避難訓練を実施しました。
（喫茶・ショップ）
１１／２０（火）塚田牧場にて誕生会を兼ねての食事会をしました。
（グリーン）
１２／４（火）避難訓練を実施しました。
（グリーン）
１２／７（金）なかはら会映画会で「人生ここにあり！」を鑑賞しました。
（グリーン、あしびな）
１２／１４（金）幸消防署立会いの下、避難訓練を実施しました。（センターふれあい）
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１２／２０（金）みんなで 3 日間かけて準備し、クリスマス会を行いました。（センターふれあい）
１２／２５（水）クリスマス会を行いました。（グリーン）
１２／２８（金）忘年会。福盈門で食事会を行いました。（センターふれあい）
１２／２８（金）忘年会。鍋ぞうで食事会を行いました。（喫茶・ショップ）
平成２５年
１／４（金）新年会。ピッザ・サルヴァトーレで食事会を行いました。（喫茶・ショップ）
１／8（火）新年会。ピッザ・サルヴァトーレで食事会を行いました。（センターふれあい）
１／8（火）新年会。すし常で食事会を行いました。（グリーン）
１／１１（金）なかはら会もちつき会に参加しました。
（グリーン、あしびな）
２／１（金）避難訓練を実施しました。
（喫茶・ショップ）
2／8（金）
「睡眠と生活リズムについて」をテーマに、ふれあい研修会を行いました。（合同）
２／２７（水）避難訓練を行いました。
（あしびな）
2／１５（金）センターにて恒例の餅つき会を行いました。（合同）
４／８（月）桜木町に食事と木下大サーカスを見に行きました。
（センターふれあい）
５／１７（火）災害伝言ダイヤル体験訓練をしました。
（あしびな）
５／２１（火）ハゲ天にて誕生会を兼ねての食事会をしました。
（グリーン）
５／２４（金）避難訓練を行いました。
（センターふれあい）
６／１１（火）夜間避難訓練を行いました。
（グリーン）
６／２４（月）ふくろうカフェに行きました。（センターふれあい）
７／１２（金）かながわ県民センター内ともしびショップの見学に行きました。
（喫茶・ショップ）
（ショップの製品を委託販売していただいています。
）
７／８（月）スシローでの食事会とボーリング大会の練習に行きました。
（センターふれあい）
7／９（火）ＳｔｏｎｅＢｕｒｇにて誕生会を兼ねての食事会をしました。
（グリーン）
７／１９（水）援護会ボーリング大会に参加しました。
（センターふれあい）

センターの外出レクの写真

ふれあい研修会写真

喫茶・ショップ

（東京駅にて）

（睡眠と生活リズムについて）

ともしび見学
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【理事会・評議員会報告】
平成２４年

１１／３０（金）＜平成２４年度 第２回理事会・評議員会＞

＜議事＞①平成２４年度上期決算 ②平成２４年度補正予算（案）③法人本部事業計画の変更
④評議員就任の同意（議事は全て承認）
平成２５年

３／２７（水）＜平成２４年度 第３回理事会・評議員会＞

＜議事＞①平成２４年度補正予算 ②経理規程改正 ③平成２５年度事業計画・施設長任命
④平成２５年度予算 ⑤運営規程（議事は全て承認）
平成２５年

５／２４（金）＜平成２５年度 第１回理事会・評議員会＞

＜議事＞①平成２４年度事業報告 ②平成２４年度決算及び会計監査報告 （議事は全て承認）
平成２５年

７／２６（金）＜平成２５年度 第１回臨時理事会＞

＜議事＞物件賃貸保証人について（５／２４日（金）平成２５年度第１回理事会・評議員会より継続審議）
１１月理事会までは施設長が保証人をすることになった。法人としての方針は継続審議となる。
【運営委員会】
グリーンふれあい
平成２４年

７／２７（金）＜平成２４年度 第１回グリーンふれあい運営委員会＞

【報告事項】ミーティング、活動、メンバー関係、職員、研修、対外関係、法人関係、会計・事業報告
【検討事項】運営委員長辞任について・職員の夏期休暇時の食事ケアについて、夜間避難訓練について、
共同生活援助申請について、緊急電話について、熱中症・食中毒予防について、その他
平成２５年 ２／１（金）＜平成２４年度 第２回グリーンふれあい運営委員会＞
【報告事項】ミーティング、活動、メンバー関係、職員、研修、対外関係、法人関係、会計・事業報告
【検討事項】入居者募集状況について、居室のエアコンクリーニングについて、年末年始の食事ケアについて
平成２５年

７／２６（金）＜平成２５年度 第１回ｸグリーンふれあい運営委員会＞

【報告事項】ミーティング、活動、メンバー関係、職員、研修、対外関係、法人関係、会計・事業報告
【検討事項】職員の夏期休暇時の食事ケアについて、防災時対策について、入居者募集状況について、
今後の運営委員会について、その他
あしびな
平成２４年

６／２１（木）＜平成２４年度 第１回あしびな運営委員会＞

【報告事項】経過報告、予算・決算報告、職員体制、苦情解決のしくみ
【検討事項】緊急連絡体制、防災について
平成２５年

２／２１（木）＜平成２４年度 第２回あしびな運営委員会＞

【報告事項】会計報告、経過報告
【検討事項】避難訓練について、エアコンクリーニングについて、積立金について他
平成２５年

７／１８（木）＜平成２５年度 第１回あしびな運営委員会＞

【報告事項】会計報告、経過報告

【検討事項】運営委員会の持ち方について他

【事業運営会議】軽食喫茶・ショップふれあい開催状況
平成２５年 １／２５（金） ＜第１回 軽食喫茶・ショップふれあい事業運営会議＞
平成２５年 ２／２２（金） ＜第２回 軽食喫茶・ショップふれあい事業運営会議＞
※内容についてはＰ２,３ページ参照
平成２５年 ７／２６（金） ＜第３回 軽食喫茶・ショップふれあい事業運営会議＞
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＊新 評議員のご紹介＊
平成 24 年 4 月 1 日より、新たに就任されましたのでご紹介します。
山中 達也さん

（山梨県立大学 人間福祉学部福祉コミュニティ学科

准教授）

寄付の御礼

活動予定（平成 2５年 8 月 1 日以降）

小島真理子様、匿名１１名様にご寄付をいただきま

○８月９日（金）

した。法人の運営に活用させていただきます。

暑気払い。うな兆にて食事会を行います。
（喫茶・ショップふれあい）

ありがとうございました。
（平成２４年７月１日から
平成２５年７月３１日まで）

○８月３０日（金）
暑気払い。炙り家にて食事会を行います。
（センターふれあい）
○９月２６日（木）

川崎ふれあいの会では、苦情解決窓口を設置して

なかはら会のバスハイクで葛飾柴又帝釈天に行きま
す。

あ

＊苦情解決窓口のお知らせ＊
おります。詳しくは各事業所におたずね下さい。

（ふれあい各所希望者）
＜訪問状況＞

○９月２９日（日）多文化フェスタさいわい

平成 24 年

（喫茶・ショップふれあい）

7 月 10 日（あしびな） 7 月 31 日（グリーン）
10 月 12 日（センター） 11 月 15 日（あしびな）

○１１月２９日（金） 理事会・評議員会

11 月 26（喫茶・ショップ）

○冬期休業前に忘年会を行います。

平成 25 年

（喫茶・ショップふれあい、センターふれあい）

2 月 22 日（喫茶・ショップ）3 月 28 日（グリーン）
5 月 29 日（あしびな） 6 月 12 日（グリーン）

＊

＜

お願い ＊

編集後記 ＞

ふれあい法人ニュース第１９号はいかがでしたで

川崎ふれあいの会では、書き損じハガキを集めて

しょうか？今号はふれあいの家発足２５周年記念誌

います。不要のハガキがございましたら、川崎ふれ

との同時発行との運びとなりました。２５周年を迎

あいの会法人本部までご連絡下さい。

えられるのは、ひとえに皆様のおかげと感じており
ます。ありがとうございます。

＊

情報の開示について ＊

今後も、皆様により関心を持っていただける法人

社会福祉法人川崎ふれあいの会の情報につきましては、

ニュースを作成するため、是非ご意見ご感想をお寄

法人本部にて随時公開しております。また、ホームページ

せ下さい。それでは第２０号でまた、お会いしまし

にも公開しておりますので併せてご覧下さい。

ょう。

【ＵＲＬ】http://www.kawasakifureai.org
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