障がいのある人のはたらく笑顔で、福祉と企業、地域の心をつなぎます
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新理事長よりご挨拶／総会・講演会

第 32 号
平成 28 年 8 月 25 日発行

授産製品コンクール／セミナー
リレーエッセイ／会員紹介
ご案内、イベント予定

ー ユニバーサル社会の実現に向け、随時会員募集中 ー

現在会員数

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

356 会員（7 月末現在）

理事長就任のご挨拶
この度、特定非営利活動法人オールしず
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小出隆司（こいでたかじ）

んなで知恵を出し合って力を高めよう、企業などで働きたい

おかベストコミュニティの理事長を仰せつ

という人のための職場を広げようと活動を行っております。

かりました小出隆司です。私は、知的障がい

また、今年 4 月から「障害者差別解消法」と「改正障害者雇

のある人の保護者として当法人に参加して

用促進法」が施行されました。
しかし、障がいのある人たちは

いるものです。本法人の設立と 3 期 6 年に渡り、広く深いご

こう言っています。「障がいを持つことが不幸なのではなく、

見識と絶大なる知名度をもって今日の礎を築いてこられた

街に出られないことが不幸なのです。道路に段差がなく点字

坂本光司先生の後任といたしましては心細い思いをされる

ブロックがあるのも必要ですが、心の壁を取り除き障がいの

と思いますが、会員の皆様や関係機関の皆様のご支援のも

ある人を自然に受け入れる差別感のない心のバリアフリー

とにその責を果たしていく所存でありますので、どうぞよろし

が大切です。」私は、障がいのある人たちが街に出て、そして

くお願い申し上げます。

働く姿は、地域や社会を変える力を持つと信じます。

さて、本法人は、
「障がいのある人の働く笑顔で、福祉と企

当法人の理念にご賛同いただき多くの方々のお力いただ

業、地域の心をつなぎます」
を理念として、障がいがあっても

くことをお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきま

地域で自立した生活を実現するために、工賃向上のためみ

す。

平成 28 年度通常総会・記念講演会を開催
平成 28 年 6 月 22 日
（水）障害者働く幸せ創出センターにおいて、当法人の
平成 28 年度の通常総会が開催されました。総会では「平成 27 年度の事業報
告・収支決算」
「平成 28 年度の事業計画・収支予算」の承認のほか「理事選任」
が行われました。
創設以来当法人の理事長を務めて頂いた坂本光司氏が退任され、後任とし
て同副理事長であった小出隆司氏が新理事長に就任されました。

総会終了後、日本でいちばん大切にしたい会
社大賞・実行委員会特別賞を受賞した「一般社
団法人モリス」の代表理事・清水光弘氏による
「モリスの原点〜知ろうとする心がヒトを育て、ヒ
トが人を育てる〜」と題した記念講演会を開催い
たしました。モリスの立ち上げに至った経緯など
を中心に「生かされている」ことや「人のすばらし
さ」を力説され 100 人を超す聴衆に感銘を与え
ました。
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静岡県授産製品コンクールが開催されます
授産製品コンクール審査会 10/5（水）
会場：障害者働く幸せ創出センター

静岡県下の障害福祉事業所で働く、障がいのある人達
が作り出す製品の品質向上を図り、働く意欲を高め、一
般の方々への製品の周知を目的として開催されるコン
クールです。19 回目の本年度は「食品」
「縫製品」
「陶芸・

昨年の

木製品」
「雑貨品」
「作品」の５つの部門で競われます。

県知事賞
受賞製品

県知事賞は
どれに？
エントリー製品の中でみごと
県知事賞に輝く製品を当てて下さい！
予想が的中した方には、抽選で
ふじっぴーグッズとココのみ
商品をプレゼントします。
ホームページにて９月中旬
応募開始予定。

エントリー締切日 9 月 20 日
（火）。事業所自慢の逸品をご応募ください！

オールしずおかのセミナーご案内
企業向け

福祉事業所向け

■障 害 者 雇 用 促 進セミ
ナー及び企業見学

9 月末〜

「障害者雇用の現場に学ぶ」
業種、形態の違う各地区にお

■発達・精神障害就労促進セミナー

9 月中旬〜

発達障害及び精神障害に特化し、障害のある人の一般就労へ
の移行促進や工賃向上を図るために、障害福祉事業所職員の
支援力強化を図る研修を行います。

いての障害者雇用の先進企業の見学会を行ない、実態と見学先
企業担当者から、
それぞれの理念や工夫を学びます。

■ステップアッププランセミナー（静岡市限定）9 月中旬〜
工賃向上のために就労支援事業所に必要な専門的な知識の
習得や事業所の運営者・職員の意識確立のための研修を実施
します。

利用者向け
■目指せパティシエ

■「まるさら出世プロジェクト」事業活性化アドバイス事業
9 月末〜

「お菓子の製造技術を身につ
け、新しいお菓子を作って展

（浜松市限定）9 月末〜
授産製品販売と事業所経営についての研修を行い、課題の克
服に向け個別のアドバイス支援を行います。

示会に出展しよう！」
焼き菓子に特化した利用者技術向上研修です。障害福祉サービ
ス事業所（B 型事業所 ) の利用者が対象。商談会、展示会の出展
を目指します。

■研修情報部会の
自主研修
・個別支援計画講座
・中級職員向け研修
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詳細・お申込みは当法人ホームページをご覧ください。

他

relay essay
リレーエッセイ

障がい者とお給料

特定非営利活動法人 静岡福祉総合支援の会
「空と大地と」理事長 大橋 妙子 氏

「お 金 の 使 い 方 は 誰 が 教 え て く れ る の？学 校？親？支 援 機

空と大地との壁には「私たちの覚悟！」として「生きるために

関？」ある企業の総務部長さんからこんな質問を頂きました。

働く。自立するために稼ぐ。生涯の仕事に就く」という目標が掲

「障害者の方を 5 名採用、全員を正社員にして、ボーナスも出し

げてあります。

ている。待遇はかなりいいと思っている。なのに、一向に身なり

働く事への意識づくりを基本としてきました。

が綺麗にならない。

無駄使いをしないことは伝えても、稼いだお金をどの様に使

床屋に行くわけでもなく、新しい洋服を買う様子もない、いつ
もくたびれた感じで…稼いだお金はどうしているのか、不思議
で仕方がない」

い分けたら幸せな暮らしが出来るのかという大切なことを伝え
てなかったのです。
お金を貯めることが 1 番の目的ではないこと、おしゃれして、

今までになかった質問でした。

旅行に行って、時には居酒屋に行って…そんな経験が自信にな

「若者なら誰でもするような事をして欲しいんだよなぁ、彼ら

り、また仕事を頑張ることが出来る…『豊かな生活』について考

に。うちで稼いだお金でね」障害者雇用を始めて 6 年、基本給を

える機会をいただいた出来事でした。

どうするかなど処遇扱いについて試行錯誤を繰り返してきた総
務部長さんは目を細めて呟きました。

会 員 紹 介

次回は「富士市障害者就労機能パワーアップ事業」主任コーデ
ィネーターの米永政文さんにお回しします。

NPO法人フリースペース・うぇるびー
代表理事 津田 惠子 氏

〜障がいのある人の働く
笑顔を応援しています〜

フリースペース・うぇるびーは、障がいがあってもなくて

島田市阪本797-5 (0547-54-4787)

おります。

も普通に暮らせる社会を作るための支援を目的に平成１６年

うぇるびーは、平成２７年４月には仮認定 NPO 法人となり、

島田市内に設立した NPO 法人です。居宅介護、移動支援事業

平成２９年１月には本認定 NPO 法人を申請する予定でいます。

を初め、４ケ所で放課後等デイサービス、そして就労継続支

地域の企業の皆様や住民の皆様のからのご寄付には税制上の

援 B 型事業と生活介護事業を多機能で運営しております。

優遇措置が受けられますので、ぜひご協力いただけますよう

また障がいの理解を深めるための講演会を２年連続で開催

お願い申し上げます。

したりするなど、ノーマライゼーションへの取り組みも行っ
ています。
就労継続支援Ｂ型事業「りんご」では、４０年来農薬を使
わずに栽培している契約農家さんの茶葉を紅茶に仕上げて袋
詰めをしています。その紅茶にぴったりなクッキーやマフィ
ンを国産小麦粉、よつ葉バター、てんさい糖、平飼い鶏の卵
など材料にこだわって手造りしています。
現在は約６名の利用者様が、クッキーにアイシングの飾り
つけをしたり、袋詰めや外袋のシール貼りなど一人ひとりが
できることをお仕事として取り組んでいます。島田市役所の

うぇるびー紅茶（リーフタイプ、
ティーバッグタイプ） 500円
季節のマフィン
各150円
クッキー 各種
各150円
動物クッキー
150円
季節のジャム
各400円

にじいろ市場、近隣のスーパーマーケット、地域のイベント
会場などで、利用者様と一緒に販売をしています。
また、企業からのお仕事や古紙回収などを通して、利用者
様に働く喜び感じていただき、更なる工賃アップを目指して

福祉のお店
うりぼう鍋敷

ウェ ブ シ ョ ッ プ

静岡店

静岡市葵区駿府町
1-70 シズウエル 1F
9:30 ～ 16:30
第 4 日祝他休
054-251-8123

沼津店

沼 津 市 大 手 町 1-1-3
沼津商連会館 1F
9:30 ～ 16:30
日祝他休
055-963-9100

イトーヨーカドー
静岡店 1F
10:00 ～ 20:00
年中無休
050-1224-7044
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浜松生まれの浜松育ちです。
最近のマイブームは格安航
空会社を利用した節約旅行。
大手の半額以下で行けちゃ
う 場 合 も。お す す め で す！
︵河嶌︶

東

静岡県障害者

雇用推進コーディネーター

杉山四郎 小池佳廣 蔦野喜彦

障害者雇用のお悩み解決
当法人では県からの委託を受け、障がいのあ

久保田英生 佐藤千恵子 飯島博

る方の「雇用企業支援事業」に取り組んでいま
す。地域の障がいのある方の求職ニーズに基

西

づき企業様に対して雇用のお願いをするとと

杉村光弘 大茂正夫 中川国彦

地区担当

私たちが
福祉 企･業 地･域を
つなぎます

もに取組の支援をさせて頂いております。関
係機関・企業・支援機関の結びつきを強化
することで、さらに多くの障がいのある方がご

小倉将数

希望の業務に就職され、また継続的に就業で

二俣誠

障がいのある方と企業様とのよいマッ
チング支援の楽しさ喜びを感じていま
す。体が続く限りがんばります！愛犬の
ラブラドール「ハッピー」ちゃんに癒さ
れてます♪（河合）

EVENT
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9/ 1（木）〜
3（土）

山本悦央 髙橋宏祐

中

きるよう活動を展開中です。

福祉応援フェア（谷島屋ららぽーと磐田店）
ものづくりフェスタ
（ツインメッセ）

（ツインメッセ）
17（土）〜 ふじのくにケアフェスタ
17（土）〜 NHK ハート展（グランシップ）

10
10/ 8（土）〜

元気応援フェア
（ツインメッセ）

14（金）

県健康福祉大会（静岡市民文化会館）

23（日）

静岡矯正展（静岡刑務所）

29（土）〜 交通安全県民フェア（ツインメッセ）

事業所製品の
販売会

予定

11
11/ 12（土）

稲毛勉

河合繁男 吉村史朗

富士スピードウェイ 販売会

河嶌美津夫 竹村寿美 正守利彦

稲葉満

地域の障害福祉を担当します

地区の福祉事業所や企業を回り、授産
品の販路拡大・下請業務紹介のお手伝
いや、利用者さんの働くことに関して
様々な機関と連携をとっています。雇用
推進コーディネーターとも協力して日々
奔走しています。
どうぞよろしくお願い
いたします。

障害者働く幸せ創出センター
開館時間

平日 9:00 〜 18:00（第 4 日曜日は開館）

静岡市葵区呉服町 2-1-5「５風来館」4 階
TEL 054-251-3515
「障害者働く幸せ創出センター」は図書コーナー・授産品展示・
会議室などを設けています。交流スペースは、絵画展などにご利用
頂けます。
どなた様もお気軽にお越しください。

静農祭（県立静岡農業高校）

（静岡県立図書館）
12（土）〜 ブックカフェ
予定

とも沼津店 フェア

予定

アピタ掛川 販売会

■センター職員による相談
■ハローワーク出張相談

公益財団法人産業雇用安定センター 静岡事務所
ウェルビー株式会社 ウェルビー静岡駅前センター
河津建設株式会社
株式会社フォーワード
中部印刷株式会社 静岡営業所

◆新規会員◆

合同会社アイタス
株式会社サンライズ
特定非営利活動法人けるん けるん就労移行支援事業所
指定生活介護事業所えがお
矢崎エナジーシステム株式会社 天竜工場
特定非営利活動法人いわた夢クラブ

障がいのある人の就労相談
企業の障がい者雇用相談

相談窓口

開館日の 9:30 〜 17:30
9/1（木）、10/6（木）、11/4（金）

■障害者就業･生活支援センターさつき出張相談
9/16（金）、10/21（金）、11/18（金）
ご来場の際は、お気軽にお電話にてご予約下さい。

静岡県障害者芸術祭
◆11 月 12 日
（土）
◆静岡駅地下広場
障がいのある人もない人も楽し
めるイベントです。授産製品コン
クールの授賞式も行われます。

社会福祉法人島田福祉の杜 特別養護老人ホームあすか
株式会社シンパシー パオポット
株式会社ぴ～す

発行
特定非営利活動法人
オールしずおかベストコミュニティ
〒420-0031
静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5
「５風来館」4階
TEL
054-251-3515
FAX
054-251-3516
mail: info@all-shizuoka.or.jp

社会福祉法人あせび会 あせびの家
◆編集後記◆

REWORK合同会社 ジョブカレッジ沼津校
特定非営利活動法人やまっこの家
しずおか市町対抗駅伝実行委員会

公式 Facebook ページ
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5/1〜7月末受付分
（敬称略・団体のみ）

https://www.facebook.com/allshizuoka

今号からスタッフの自己紹介を載
せていきます。普段の一面もちょっ
とだけご紹介。お楽しみに！
（n）

福祉と企業・地域を《つなぐ》情報が満載！

http://www.all-shizuoka.or.jp オールしずおか 検索

