映画『フラッシュバックメモリーズ』上映
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●日 時：2017年３月26日
（日）
13時半開演（13時開場、16時終了予定）
●入場料：1000円
（中学生以上はおみやげ付き）
●会 場：調布市文化会館たづくり12Ｆ大会議場
●詳細は、調布市福祉作業所等連絡会 042-481-3201 まで

昨年から担当の4事業所で練り上げてきた連
絡会の統一レシピクッキー「CHANCEのた
ね」
が上記映画会のおみやげとしてデビュー
します。
4月からは、
常設の各店舗でも販売す
る予定です。
調布ブランドのヘルシーでリッチ
な雑穀クッキーをぜひお試しください。

バターロールやあんぱん、
季節のピザパン
など多彩なパンが揃う

●住所：調布市国領町3-19-1 ●TEL：042-426-9481
●営業：10：30〜18：00（土曜のみ17：00まで）
●定休：日曜日

もう10年以
上 続く、長 友
貴 樹 市 長と、
福祉作業所
等連絡会の
懇談会のあとでの１コマ。加盟の団体が集まり、年１回、
さまざま
な課題について意見交換しています。
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調布市福祉作業所等連絡会では、
平成28年度の赤
い羽根共同募金の助成を受けて、
障がいのある方たち
の仕事や活動を紹介するDVD
（約30分）
を制作しまし
た。
これを見て
「こんな近くに、
こんな人たちが、
こんな
生活をしてたんだ〜！」
と同じ地域で暮らす仲間とし
て、
少しでも興味を持っていただけると嬉しいです。
市役所、
学校、
各関係機関等に配付しますので、
研修
や授業の教材にご活用下さい。
なおDVDの貸出もいたします。
詳細は連絡会事務局
までお問い合わせ下さい。

情報や悩みが共有され、
立場を越えた関係
が構築される

市内の多くの作業所等が加盟するだけに
連絡会の役割も年々増している
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調布市国領町5-74-1アブソリュート調布103
☎042-444-7807
（放課後等デイサービス） http://2525kids.org/

6

連絡会の

ＮＰＯ法人にこにこの会

http://chofufukurenraku.sakura.ne.jp/

障がいのある方たちの仕事や活動を
紹介するDVDが完成

放課後等デイサービス
ふくふく

表紙に
ついて

詳しくは連絡会のホームページをご覧ください。

若手＆ベテラン入り混じってのグループワーク

平成 年２月に開設した︑
主に中高生を対象
とした放課後等デイサービスです︒活動を通し
て友達と一緒に遊び︑楽しいこと︑
がんばること
などを経験し︑興味関心の幅を広げ︑将来の余
暇の過ごし方に繋がっていくような取り組みを
大切にしています︒
遊びを通じて子ども達は心身を揺さぶられ︑
豊
かな人間に育っていきます︒
また︑
近い将来社会に
出る子ども達の為にも社会性を身につけられる
ようにルールや決まりを守って遊ぶことも大切︒
私達はその手助けをできたらと思っています︒
プログラムは︑
１人１人が
﹁自分らしさ﹂
を発
揮しながら成長していただける支援を重視し︑
中 高 生ならではの心の揺らぎを 受け止めなが
ら︑将来の生活を見越しての自立や生活スキル
の向上などを意識した内容にしました︒月１回
の夕食づくり活動やクラブ活動︵ボルダリング
などのスポーツ︶
な
ど 多 彩な 活 動 も 用
意︒
同法人の主に小
学生を対象した
﹁に
こ に こ キッ ズル ー
ム﹂
との連携や他事
業︵ 短 期 入 所・ガイ
ドヘルプ・日 中一時
支援︶
との連続した
支援も可能です︒

■NPO法人 なないろの会
クレヨンキッズ ☎042-490-3933
れいんぼー ☎042-499-6777
■NPO法人 高次脳機能障がい者活動センター
調布ドリーム ☎042-444-3068
■社会福祉法人 巣立ち会 こひつじ舎 ☎042-488-4433
■NPO法人 にこにこの会 にこにこキッズルーム ☎042-499-5660
放課後等デイサービスふくふく ☎042-444-7807
■NPO法人 羽ばたく会
めじろ作業所 ☎042-443-1633
カフェギャラリーさえずり ☎042-444-8818
■NPO法人 ひなげしの会
第1ポピーの家 ☎042-483-4230
第2ポピーの家 ☎042-483-7090
第3ポピーの家 ☎042-426-7506
■NPO法人 ふみ月の会
ふみ月チャレンジ染地（事務局） ☎042-486-9901
ふみ月チャレンジたま川 ☎042-446-0633
■ＮＰＯ法人 ポコポコ・ホッピング
神代団地 ☎042-483-1114
富士見町 ☎042-486-5922
■NPO法人 リフレッシュ工房 リフレッシュ工房☎042-486-4531
■NPO法人 わかばの会
活動支援事業部 ☎042-486-3174
就労継続支援事業部 ☎042-488-2870
わかば第一事業所 ☎042-484-1360
■NPO法人 ちょうふの風 ☎042-444-5514
■一般社団法人 ソウスマイル スマイルパークCHOFU ☎03-5315-5981
■ペイフォワード 放課後等デイサービスわかば ☎03-5969-9047
■シエンズ 放課後等デイサービスたんぽぽ ☎042-444-0471

今回の「学習会」のグループワークテーマ
テーマ１ 「個の尊重＝個別支援とは」
テーマ２ 「いい支援者とは」
テーマ３ 「理想の施設像とは」
テーマ４ 「家族との関係・付き合い方」
テーマ５ 「利用者の高齢化について」

注目！

ついて話し合いました︒多 様な意 見が飛
び交い︑貴重な時間となりました︒
すべてのグループから﹁大きな刺激を受
けた︒勉強になった︒視野が広がった﹂﹁他
の団体の工夫に感心した︒取り入れたい﹂
という感想が聞かれました︒
﹁立 場 を 越 えて話し合い問 題やノウハウ
︒連 絡 会では︑
や情 報 を 共 有 する﹂ ――
調 布の福 祉のレベルやサービスの向 上を図
るためにも︑このような学 習 機 会を大 切
にしています︒

調布市福祉作業所等連絡会加盟団体

■ＮＰＯ法人 エクセルシア リサイクルショップ 不思議屋 ☎042-489-3754
■社会福祉法人 大泉旭出学園 旭出調布福祉作業所 ☎042-485-5885
■社会福祉法人 くすのき会
くすの木作業所 ☎042-486-9129
シェア ☎042-481-1157
結の里 ☎042-442-2023
■NPO法人 クッキングハウス会
レストラン＆ティールームクッキングハウス／クッキングスター
☎042-498-5177
■一般社団法人 生活支援ネットアーリーバード ☎042-446-2550
■NPO法人 爽々苑
爽々苑 ☎042-480-8294
爽々苑やわらぎの家 ☎042-481-6262
■社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
調布市希望の家 本場 ☎042-481-7700
調布市希望の家 分場 ☎03-3305-7737
希望の家深大寺 ☎042-426-8577
障害者地域活動支援センター ドルチェ ☎042-490-6675
放課後等デイサービス ぴっころ ☎042-490-6675
■社会福祉法人 新
（あらた）
の会
はあと・ふる・えりあ／ふぁんふぁ〜れ ☎042-490-8625
■社会福祉法人 調布市社会福祉事業団
すまいる 本場 ☎042-481-7723
すまいる 分室 ☎042-426-9481
そよかぜ ☎042-481-7663
調布市デイセンターまなびや ☎042-442-9552
ちょうふだぞう ☎042-487-4552
■NPO法人 ゆうゆうくらぶ ゆうゆうくらぶ ☎042-499-8956
■NPO法人 調布心身障害児・者親の会 ぴいす ☎042-230-9776
■社会福祉法人 調布を耕す会
しごと場大好き ☎042-486-1022
カフェ大好き ☎042-481-3933

仕事が終わってからの学習会に58名の参加者が集まった

今 回は︑福 祉の現 場が抱 えている﹁個
の尊重＝個別支援とは﹂﹁いい支援者とは﹂
﹁理想の施設像とは﹂
﹁家族との関係・付
き 合い方﹂
﹁利 用 者の高 齢 化について﹂の
５つテーマについて︑９つのグループに分か
れて語り合いました︒
支 援 する障 がいの種 類や 職 種︑所 属︑
経 験︑年 齢︑立 場などを越 えて︑現 状︑
捉え方︑個々の意見︑悩み︑対処方法に

統一レシピクッキー
「CHANCEのたね」
が誕生！

ちょっと

学習会を開催
〜情報交換とスキルアップのために〜

今年も障がい者福祉に関する映画上映会
を開催します。今回は交通事故で高次脳
機能障がいを抱えた、
ディジュリドゥ奏者・
ＧＯＭＡさんのリハビリ期間を経て徐々に
回復する過程を妻・すみえさんの日記等を交えて
描くドキュメント映画を上映します。慈恵医大第
三病院の渡邊修先生による
「高次脳機能障害」
の
解説、
ＧＯＭＡさんのミニライブもあります。

2017年2月、国領駅から徒歩３分の場所に
「ちょうふだぞう・すま
いる分室」
が移転。
その施設内にベーカリー&カフェ
「ほっとれ〜
る」
がオープンしました。
地下へ潜る京王線の線路上にあり、
店内
から電車が眺められるのが特徴。
11時頃から焼きたてのパンが並び始め
ます。
好評だった100円ドリンクに加え、
エスプレッソマシーンで淹れたカ
プチーノ
（200円）
も登場。
店内で調布市内の作業所が作るクラフト製品も
販売。
キッズスペースもあり、
お子様も大人の方も楽しめるカフェです。
ぜ
ひご利用ください。

店内からの電車の眺めは圧巻

今 年１ 月 に﹁は あ と・ふる・え り あ﹂
の多目的室を会場にして︑連絡会主催の
﹁学習会﹂を開催しました︒
平成 年から﹁虐待防止﹂をメインテー
マに実 施している学 習 会は︑連 絡 会に加
盟している団 体のスタッフが集 まり︑１つ
のテーマを 勉 強したり︑各 団 体の工夫や
取 り 組みの内 容 を 共 有 することを 目 的
に︑毎年開催しています︒

国領に電車の見えるカフェ
「ほっとれ〜る」
がオープン！

