休日を楽しむ

第3回ほりでーぷらんが好評

休日になかなかお出掛けできない障がいのある方のためのスポーツ
＆レクリエーションイベント
「ほりでーぷらん」
が、
９月10日に飛田給の
知的障害者援護施設
「なごみ」
の地域交流室・中庭で行われました。
これは調布市と作業所等連絡会の有志により、昨年からはじまった
催し。
今回は、
音楽療法スタッフと音楽を自由に楽しんだあと、
バーベ
キューを食べ、
午後は水遊びと散歩を楽しみました。
「今年も楽しかった」
との参加者の声のほか、
今回は市内の放課後等
デイサービススタッフも参加。
「卒会後の子ども達の様子が分って良
かった」
との声も聞けました。
次回は学生ボランティアさんが企画をし
てくれます。
利用者の余暇充実のために、
今後も継続して開催してい
きますので応援をよろしくお願いします。

調布市福祉作業所等連絡会において、
初の専従事務局員として６年
間もの長きに亘り、
調布の障がい者福祉の下支えをしてくださった太
田勇さんに感謝を込めた
「さぷらいずパーティー」
を３月23日に調布
駅前の
「aona」
で開催しました。
これには連絡会のメンバー、
社協や
市の職員など81名が参加。
ご本人には小さな慰労会という名目で案
内し、真っ暗にした店内が見える
「aona」
のドアを開けると、全員が
アーチを作って待っているというサプライズな演出で多いに盛り上が
りました。
団体の垣根を超えてこんなにたくさんの人が集まり、
全員が
感謝のスピーチを述べるのはなかなか見られない光景。
これも太田さ
んの人徳。
太田さん、
本当にお疲れさまでした。

第6回
「ほっとハート」
を開催
調布市・多摩市・府中市の障がい者福祉施設などがオリジナル製品
を販売するイベント
「ほっとハート」
が9月23日に多摩市永山駅前で
開催されました。
ステージを中心に、調
布市からは５つ、多摩
市からは17、府中市か
らは11など合計42店
のテントが並び、
手づく
り雑 貨などの自主 製
品、パンやお菓子の手
づくり食品などが販売
されました。いずれは
調布市でも開催したい
と思います。

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
■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 西調布店 ☎03-5969-9047
わかば 仙川店 ☎042-426-7982
■シエンズ 放課後等デイサービスたんぽぽ ☎042-444-0471
■NPO法人ファーストステップ ☎042-426-4223
■らぷらんど調布 ☎042-452-8955
ファミリーホーム ドリームボックス下石原 ☎042-444-7155
■（株）

調布駅前にあるチューリッヒ保険会社の調布オフィスで2017年6月
20日・22日にチャリティイベントが行われ、
連絡会加盟の福祉作業所
がパンやクッキーの販売などをさせていただきました。連絡会と
チューリッヒ保険会社との出合いは4年前。駅前で行ったイベントで
声をかけていただいたことがきっかけです。
以来、
同社のチャリティイ
ベントへの出店は4回目となります。20日は
「すまいる」
がパンの販売
会をしました。
約30種類400個の惣菜パンや菓子パンが予定の半分
の時間で売り切れる大盛況でした。22日には
「チャリティ・スイーツ・
デイ」が開催され、会場には同社社員の手作りのお菓子とともに、
「クッキングハウス」
「しごと場大好き」
「はあと・ふる・えりあ」
のオリジナ
ルクッキーや、
連絡会統一レシピクッキー
「チャンスのたね」
が並びま
した。
社員の方は、
「作業所のパンやおかしは素材にもこだわっていて
美味しいと毎年評判です」
と話してくれました。
「チャリティ・スイーツ・
デイ」
で集まった寄付金は、毎年、調布市社会福祉協議会に寄付い
ただいています。
また昨春には、
同社社員の方々が
「にこにこキッズ」
を訪問されて、
子
ども達といっしょに間伐材のベンチづくりに取りくみ、
完成した森の香
りがするベンチ２台をプレゼントしてくださいました。
さまざまな応援
をいただいています。

DVD「私のしごと」
が晃華学園文化祭で
紹介されました！

午後は水遊び！

音楽に乗って自由に踊る

チューリッヒ保険会社 調布オフィス
で焼きたてパン＆こだわりクッキー
を販売

連絡会が赤い羽根共同募金の助成を
受けて制作したDVD（約30分）が、
2017年９月16日に晃華学園中学校・
高等学校の文化祭で上映されました。
これは同校高校2年生の荻野直さんが
「わくわ〜く10号」の「DVDが完成し
た」
との記事を見て企画してくれたもの
で、
「福祉の部屋」
コーナーで鑑賞して
いただきました。連絡会では、
ＤＶＤの
貸し出しも行っています。ぜひ研修や
授業の教材としてご利用ください。

おいしそうな30種類のパンが並ぶ

持ち帰り用にたくさん購入される方も

アート・スポーツ・菓子づくり。
多彩なメニューを用意

平成29年４月１日に染地3丁目にオープン

NPO法人ひなげしの会

NPO法人ファーストステップ

第３ポピーの家

連絡会の

就労継続支援B型事業所
ファーストステップ

平成29年4月1日に開設しました。
「わたしらしく、
いつも楽しい、地域
密着ポピーの家」
を理念に、
仕事・昼食作り・アート活動・お菓子作り・
スポーツ等をプログラム化し、個性を発揮できるよう取り組んでいま
す。
仕事では公園清掃、
チラシ折りとポスティング、
図書館メールに取
り組んでいます。
昼食作りでは、
利用者の方々からリクエストをいただ
き、半日をかけてゆっくりと調理します。
アート活動では、
ひとりひとり
の生活の中での思い、
希望を表現するキャップアートに挑戦していま
す。
くすのき団地の中にあり、
地域などとの触れ合いも大切にしていま
す。ぜひ気軽に遊びにいらして下さい！ 第３ポピーの家のアートを
感じてください！

ファーストステップでは、
現在３つの作業を柱に活動を行っています。
①受注作業…一般企業や自治体からの下請け作業。
②喫茶部門で
の接客。
③アート作品の製作を行っており、
この他にも毎週水曜日の
午後は運動プログラムやソーシャルスキルトレーニングプログラムを
行っています。
特に喫茶部門では、
地域の福祉作業所の自主製品を
販売し、
地域の方々の憩いの場として活用していただいています。
また、
３年後に販売することを目標に、
アート作品の制作の準備を進
めており、
手始めに似顔絵サービスを開始しています。

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

福祉作業所の、
ふとしたひとこまを切
り取る新シリーズ
「作業所のある風景」
です。第1回はNPO法人ひなげしの会
「第３ポピーの家」
。
窓からの風景です。
ちなみにこの日は、利用者の皆さんが
昼食のカレーを作っていて、野菜を切
る音など賑やかに響いていました。
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調布市国領町3-8-15
くすのきアパート5号棟102
☎042-426-7506
（多機能型／生活介護と就労継続支援B型）

調布市染地３-１-946
☎042-426-4223
（就労継続支援B型）
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