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巻頭言
～

就任のごあいさつ

～

今回「ふれあいの会」の理事長に就任しました

ついては、ただただ敬服するばかりです。立ち上

尾崎です。２年前まで、通称リハセンター「もみ

げることも大変ですが、それを続けていくことは

の木寮」
（名前がよく変わるので、こんな表現にさ

なお大変なことです。立ち上げて数年は勢いで何

せていただきました）に勤務していました。勤務

とかなるけれど、その後は立ち上げた人の体力も

していた頃は、関係施設も増え、自立支援法下で

落ちてきますし、取り巻く状況の変化にも対応し

の煩わしさはあっても、それなりに整備されつつ

ていかなければなりません。特に、次を担ってい

あると勝手に思い込んでいました。仕事場から離

ける人（利用者も職員も）を育てていくことが必

れてみると、入り口の場面でまだまだ何もできて

要です。牧野田さんの背負っていたものは、並大

いないのだなと痛感する出来事がありました。受

抵のものではなかったと思います。その足元にも

診するまでも大変ですが、その後の相談、支援体

及びませんが、次世代へつなげていく「ふれあい

制へつながっていくまでにいくつものハードルが

の会」を育てていくお手伝いができればと思って

あることを思い知らされました。本人が認められ

います。

ない、家族の抵抗が強い、親戚や近隣の目を気に
する、相談先がわからない等々。今ここで、利用

思うように時間が取れず、予定の調整には迷惑

者も家族も職員も出会えているということは、こ

をかけることも多いかと思います。利用者、職員、

こに至るまでにいろいろな人の協力や巡り会わせ

理事、監事、評議員、関係各方面の方、地域の方々、

があってのことだと、感謝の思いを持ちました。

多くの方々のご助力があって、ふれあいの会が成
り立っています。そんな繋ぎ役ができればと思っ

「ふれあいの会」は、いろいろな方に支えられ

ています。今後ともよろしくお願いします。

て２７年目を迎えました。特に、開設以来、理事
長として会を支え続けてきた牧野田さんの活動に

― １ ―

（理事長

尾崎 幸恵）

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、事業運営会議を平成２５年１月と２月
に２回開催いたしました。今号では、平成２５年７月に行われた第３回会議の様子を報告いたします。

第３回事業運営会議報告

＊日時： 平成２５年７月２６日（金）１７：００～１８：３０
＊参加者： １５名（内訳：理事・監事・評議員１２名、オブザーバー２名、職員１名）

＊議題： ①第２回事業運営会議報告、②平成２５年度（４～6 月）事業経過報告、③今後の事業方針について
【職員より提案】
・3 フロアに分かれた作業では、職員配置に無理が生じている。作業内容も、もともと 2 カ所の施設で行って
いたことを１施設の職員配置でそのまま継続してきたため負担が大きくなっている。１フロアで作業できる
物件に移転し、同時に作業内容も見直したい。
・現状を考えると軽食喫茶・ショップふれあいはこのまま『就労継続支援 B 型』として運営していくことが困

難である。今後、『地域活動支援センター』等、他の事業を選択する事も含め検討していきたい。
【参加者からの意見（一部抜粋）】
・職員配置や負担を考えると１フロアで活動できる所に移転し、作業内容も見直すことが必要と思われる。
・今まで働く場に通所することが困難な利用者も受け入れてきたところがふれあいの良さでもあったが、
そのため運営が厳しくなった。実情に合わせ、就労継続 B 型でなく、地活として運営する事も考えるべき
だ。
⇒以上の話し合いを踏まえ、事業運営会議では以下の方針を決定しました。
① １フロアで活動できる場所に移転するため、物件探しを始める。作業内容も合わせて見直す。

しかし・・・

② 地域活動支援センターに事業変更をする。次年度のエントリーにむけ準備を進める。
その後、移転や事業変更の準備をするにあたって行政（川崎市・神奈川県）に相談した結果、就労継続支援 B 型に移
行する際に受けた改装の補助金などの関係で、移転も事業変更もできないことが分りました。よって、現在地で就労継続
B 型事業を続けていくこととなり、４月より事業内容の見直しを行いながら新たなスタートを切ることになりました。
（詳しくは、次ページ下段『オレンジふれあい』の欄をご覧ください。）

軽食喫茶・ショップふれあい活動報告
【バザー参加報告】
平成２５年
９／２９（日）

多文化フェスタさいわい

（平成２５年８月１日から平成２６年７月３１日まで）

１２／１（日）

ええんじゃないか祭り

１２／６（金）

アゼリアバザー

１２／２４（火） 療育センター

１０／１８（金） 川信バザー

平成２６年

１０／１９（土）
・２０（日） 幸区民祭

２／３（月）・３／４（火） 療育センター

１１／２（土）

平間中学校バザー

２／１８（火）
・21（金）
・24（月）・３／１７（月）

１１／４（月）

健康まつり

１１／９（土）

プラザまつり

東芝販売
２／２２（土） いこいの家まつり

１１／１４（木） なかはら会講演会

２／２８（金） アゼリアバザー

１１／１９（火） 福祉大会

３／８（土）・９（日） 幸文化センター祭

１１／２１（木）
・２８（木）
・１２／５（木）

４／１９（土） メルシー祭り

１２／４（水）

幸区メンタルヘルス講座

４／３０（水）
・５／２８（水） 幸区社会福祉協議会

武田病院文化祭

６／２５（水）
・７／２３（水） 幸区社会福祉協議会

― ２ ―

行事活動報告
平成２５年
８／９（金） 暑気払い。うな兆で食事会を行いました。
９／４（水） NPO 法人レジスト 就労継続支援 B 型事業所『レジネス』に見学に行きました。
９／１２（木）NPO 法人たかつｄｅほっと地域活動支援センター『喫茶ほっと』に見学に行きました。
９／２５（水）NPO 法人精神保健福祉を推進する神奈川区の会 地域活動支援センター『青桐茶房』
・
『カフェペガサス』に見学に行きました。
１２／４（火）避難訓練を実施しました。
１２／２７（金）忘年会。鍋ぞうで食事会を行いました。
平成 26 年
１／６（月）センターふれあいと合同で新年会。ピッザ・サルバトーレで食事をした後、映画
『かぐや姫の物語』を鑑賞しました。
３／２８（金）避難訓練を実施しました。
４／２５（金）社会福祉法人アピエ 就労継続支援 B 型事業所『宮前ハンズ』に見学に行きました。
６／１３（金）新理事長の歓迎会。韓の台所で食事会を行いました。

そして、軽食喫茶・ショップふれあいは・・・

平成 26 年 4 月より事業所名が

「オレンジふれあい」 になりました♪

平成 20 年 4 月から『軽食喫茶・ショップふれあい』という事業所名で活動してきましたが、今年の 4 月より名
称を『オレンジふれあい』に変更し、活動内容も見直しながら新たなスタートをきることになりました！
事業所が“オレンジ通り商店街”の中にあるの

新任職員の自己紹介です♪

で、そこから“オレンジ”と名付けました！
メンバーみんなで一生懸命考えました（＾-＾）

皆さん、はじめまして。
4 月からオレンジふれあいの常勤ス
タッフとして配属になりました、保

新しい作業をはじめました♪

科恵（ほしなめぐみ）です。広島県

宮前ハンズさんより、軽作業（荷札にゴムを付ける）のお仕事

出身です。

をいただき、5 月からチャレンジしています。細かいところまで気

食べること、美術、ハイキング、旅

を配りながら頑張って作業しています。よって、オレンジふれあ

行が好きです。

いの現在の主な作業内容は、上記の軽作業、菓子製造、自主製

メンバーさんと一緒にオレンジ

品（主に手芸品）製造の３つとなっています。お店では変わらず、

ふれあいを盛り上げていきたいと

手芸品と焼き菓子（主にクッキー）を販売しておりますので、ぜ

思いますので、どうぞよろしく

ひお立ち寄りください！（住所は以前と変わっておりません。）

お願いいたします。

― ３ ―

＊地域活動支援センターふれあい ＊
平成 25 年 8 月 1 日～平成 26 年 7 月 31 日
８／３０（金） 暑気払い。炙り家で食事会を行いました。
１１／２２（金） 幸消防署員同席で通報訓練、避難訓練、点呼場所の確認を行いました。
火災時の心がけ、お薬手帳の大切さ等をお話しいただきました。
１２／１８（水） クリスマス会。センター内でチキンを焼いて皆で食べました。
１２／２６（木）

忘年会。一品鍋で食事会を行いました。

１／６（月）

新年会。ピッザ・サルバトーレで食事会をし、映画（かぐや姫）を観に行きました。

２／７（金）

餅つき会。センター内で餅つきをしました。

３／６（木）

外出レク。日帰り温泉（スパ・リヴール）に行きました。

５／２３（金）

避難訓練。通報訓練、避難訓練、点呼場所の確認を行いました。

６／１３（金）

理事長歓迎会。韓国の台所で食事会を行いました。

憩いの場として開所し６年目を迎えたセンターふれあいですが、
平成 26 年 4 月から軽作業を導入することになりました。水曜日と木
曜日の午後、コーヒー生豆をハンドピック、焙煎し、製品を作っていま
す。使用している生豆はスペシャルティコーヒーというグレードの高
いものを使用しています！1 杯用のドリップパックや水出しパックなど
お手軽に飲めるコーヒー商品もご用意しておりますので、是非一度
お試しください。

٩ ๑

๑ ۶

星

◆自分にとって日中活動する大切な場所。ここが
ないと一日のリズムが作れない。

血液型 ： B 型

◆ここに来る

ことで日中活動するリズムがつくれている。

趣

◆仲

な場所

➜

味 ： 歴史小説

好きな食べ物 ： たこ焼き

間とワイワイ楽しむ場所。 ◆時間をつぶす場所。
◆のんびりできる憩いの場所。

座 ： 天秤座

嫌いな食べ物 ： 生トマト（ケチャップは OK）

◆ワニの腹のよう

得意なこと ：

おしゃべり

※理由を聞くと

丸飲みされてゆっくり溶かされていく気分になって
しまうとのことでした。

ϵ

϶
イラストはイメージです

― ４ ―

活動報告
【グリーンふれあい】
＜＜新しい職員を紹介します＞＞４月より森真太郎さんが常勤職員となりました！
名前：森 真太郎
星座：さそり座
血液型：Ｂ型
趣味：スポーツ（観戦も）
好きな食べ物：もずく酢
コメント：主に身体・知的の方々の支援する団体に１０年以上いました。
弱輩者ではありますがよろしくお願いします。
平成２５年１２月に新しいメンバーが 1 名入居し、
定員８名いっぱいとなりました。
【行事活動報告】
平成２５年
＊９／２６（木）なかはら会のバスハイクに参加しました。
＊誕生会を兼ねての食事会をしました。
９／１７（火）かつくら １０／１５（火）いさり火

１１／１９（火）すし常

＊１１／１４（木）なかはら会講演会に参加しました。
＊１２／３（火）避難訓練を実施しました。
＊１２／２５（水）クリスマス会を行いました。
平成２６年
＊１／１４（火）美濃戸にて歓迎会・新年会を行いました。
＊１／１０（金）なかはら会もちつき会に参加しました。
＊誕生会を兼ねての食事会をしました。
５／２０（火）ハゲ天 ７／１５（火）あみやき屋
＊６／２４（火）避難訓練を行いました。

【運営委員会報告】

平成２６年１月３１日（金）＜平成２５年度第２回グリーンふれあい運営委員会＞
【報告事項】ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、活動、ﾒﾝﾊﾞｰ関係、職員、研修、対外関係、法人関係、会計・事務報告
【検討事項】入居者応募状況について、年末年始の食事ケアについて、洗濯機故障代金について、
今後のグリーンふれあい運営委員会について、その他

平成２６年７月２５日（金）＜平成２６年度第１回グリーンふれあい運営委員会＞
【報告事項】ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、活動、ﾒﾝﾊﾞｰ関係、職員、研修、対外関係、法人関係、会計・事務報告
【検討事項】グリーンふれあいについて、職員の夏季休暇時の食事ケアについて、その他

― ５ ―

活動報告
【あしびな】

今年２月に新メンバー、フレッシュな男性Ｎさんが入
居されました。
Ｎさんの一言：「川崎ふれあいの会様はじめ、オレン
ジふれあいの皆様、いつも有難うございます。今年の
2 月～あしびなさんに入居しました。あしびなさんの
皆様、以後よろしくお願いします。
」

【行事活動報告】
平成２５年
＊９／２６（木）なかはら会バスハイク（葛飾柴又・寅さん記念館など）
＊１１／１４（金）なかはら会講演会（福島の震災・原発・精神障がい）
＊１１／１９（火）火災を想定した避難訓練・通報訓練を行いました。
平成２６年
＊１／１０（金）なかはら会もちつき会（於：カシオペア）
＊１／１６（木）第 2 回運営委員会を行いました。
＊２／２５（火）新入居者Ｎさんを歓迎し、みんなでおすしを食べました。
＊５／３１（土）あしびな中庭の草取りをしました。
参加してくれたＳさんの感想：「自分の部屋の前でもあったので参加しまし
た。小さな草をとったことはあったけど、あれほどの草（大人の腰のあたり
までびっしり）は初めて。大変だけど気持ちよかったー。気分爽快でした！」
汗だくでした。麦茶が美味しかったです。
＊誕生日の人の好みのメニューで誕生会をしました。
１０／１８（水）おすし

１１／８（金）酢豚

１１／２１（木）ピザ

４／３０（水）ピザ

６／３（火）釜寅の釜めし
【活動予定】
○９月に火災想定の避難訓練、年明けに地震を想定した訓練を行う予定です。
【運営委員会のこと】年 2 回のあしびな運営委員会には、入居者代表や地域の代表、区役所のワーカ

ーさんら委員だけでなく、川精連時代の伝統を引き継ぎ今も毎回ほぼ全員の入居者の人たちがオブザ
ーバーとして参加し、積極的に発言しています。前回は「今後の運営委員会の継続」について話合い
ました。社会福祉法人となり大事なことは理事会で決定する昨今、様々な意見が出ましたが「委員の
方たちは大変かも知れないが、是非年 2 回くらいは顔を見せてもらいたいです。
」
というＡさんの言葉が決め手となり、存続することになりました。委員の方が
「あしびなの今」を知り、たまに来て下さるからこそ感じる思いを伝えてもらえ
る場にしていけたらと思います。今年度は 7 月と 1 月に行う予定です。
予定です。

― ６ ―

＊わかば工芸見学報告＊

今回は横浜にあるわかば工芸さんに見学に行き、いろいろお聞きして
まいりました～

わかば工芸は横浜市神奈川区反町の“たんまち福祉活動ホーム”内にあります。運営母体はＮＰＯ法人横浜
市精神障害者家族連絡会で、昭和 60 年に精神障がい者の地域作業所として開設されました。そして平成 22
年からは地域活動支援センターとして活動されています。
利用されている方は、男性 25 名、女性 1 名で平均年齢は 45 歳～50 歳、１日の平均利用者数は 15 人です。
開設時より男性の利用者が多くいらっしゃるそうです。

開所時間は 9:00～16:00 です。
9:25～9:30

ミーティング（作業振り分け）

9:30～12:00

作業

：利用者に販売
したり、近くの作業所や社協に販売に行ったりし
ています。基本的に、商品在庫は抱えません。

12:00～13:00 昼食
13:00～15:30 作業
15:30～16:00 掃除・反省会

：メガネケースや印鑑ケース、小銭入れ等
の革細工を作り、反町駅前ふれあいサロンで販
売をしています。
：生豆を焙煎し、作業所等に卸していま

工賃は月ごとの時給になっていて、清掃作業
（1 回 500 円～２，４９０円）以外、どの作業をしても

す。
：一番人気の内職です。

同じ時給になっています。時給は 50 円～100 円
くらいです。
基本の作業時間は 1 日 4 時間です。
★朝のミーティングで日直を決め、その日の

：たんまち活動ホームや町内会館の清掃を

作業時間を利用者全員分記録します。

行っています。
：文書の発送委託（随時）や作業に使った
エプロンの洗濯やアイロンがけも作業として行
昼食作りをしたり、お花

っています。

見、外出レク、夏まつり、忘
年会、旅行など楽しい年

★朝のミーティングでその日来た利用者にどの

間行事も行っているそう

作業をしたいのかを聞き作業を割り振っていま

です♪

す。

╭

ㅂ

̑̑ و

★見学者より感想
たくさんの作業があり、それを全て朝のミーティングで割り振って決めていることに驚きました。
また職員が声掛けをしなくても自分で作業をできる利用者が多く、
“作業をする目的を持って施設に来
ている”という感じがしました。利用者同士の力強いグループ力も感じられ、定着率もとても高いと
いうことで、今後のふれあいの活動に活かしていければと思います。お忙しいなか見学にご協力いた
だいたわかば工芸の皆さん、本当にありがとうございました。

― ７ ―

（記：中谷 洋平）

【平成 25 年度 理事会・評議員会
★5/24

＜第 1 回理事会・評議員会＞

①平成 24 年度事業報告
★7/26

議事報告】

②平成 24 年度決算及び監査報告

＜第 2 回理事会（臨時）＞

①物件賃貸契約保証人について
★11/29

＜第 3 回理事会・第 2 回評議員会＞

①平成 25 年度上期決算
★1/20

②平成 25 年度補正予算

③施設整備等積立金取崩し

④給与規程改正

＜第 4 回理事会（臨時）・第 3 回評議員会（臨時）＞

①軽食喫茶・ショップふれあい事業運営会議について
★3/24・25

＜第 5 回理事会・第 4 回評議員会＞

①平成 25 年度補正予算
⑤各種規程改正

②平成 26 年事業計画・施設長任命

⑤各種規程廃止

③平成 26 年度予算

⑥理事・評議員の選任

⑦評議員の内諾

寄付

◆

以下の方々に、ご寄付いただきました。法人の運
営に活用させていただきます。
ありがとうございました。
小島真理子

平成 26･27 年度 役員体制

理事長

尾崎 幸恵

理

宅間 奈巳

藤田

星野 ノリ

山中 達也

事

竹政孝次郎

他匿名希望８名

④定款変更

敬称略

◆

ハルミ

雪本 純一

（平成 25 年 8 月 1 日から平成 26 年 7 月 31 日まで）

監

事

伊藤 義昭

浦田 泉

評議員

原田 雅美

井上 一枝

井上 哲哉

大山 順子

【苦情解決窓口のお知らせ】

小川 由起子

小野 琳子

風間 和子

野中 裕子

沼田 潤子

藤田 ハルミ

山中 達也

渡邉 香織

渡邊 敏夫

★ 編 集 後 記 ★
ふれあい法人ニュース第 20 号はいかがでしたでしょ
うか？今号では、川崎ふれあいの会各施設の活動状況を
中心に掲載いたしました。巻頭にもありますが、今年度
新しい理事長を迎えました。また新規職員も 3 名入り、

＊ 情報の開示について ＊

加えて職員の異動もあり、大きく体制が変わりました。

社会福祉法人川崎ふれあいの会の情報につきま

慌ただしく数か月過ぎてしまいましたが、少しずつ落ち

しては、法人本部にて随時公開しております。また、
ホームページにも公開しておりますので併せてご覧
下さい。
【ＵＲＬ】

http://www.kawasakifureai.org

着いてきたところです。
今後も皆様に関心を持っていただける広報誌をお届
けしたいと思いますので、是非ご意見ご感想をお寄せく
ださい。それでは、第 21 号でまたお会いしましょう♪
【広報担当一同】

― ８ ―

