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新春講演会を開催しました

　平成 29 年 1月24日（火）にグラン
シップの交流ホールでオールしず
おかの新春講演会を開催しまし
た。
　「世の中に必要でない人は絶
対にいない！」と題し、当日は約
120 名の参加者を得て盛大に行

われました。
　　講師は栃木県の精密部品切削加

工を行う有限会社真京精機の武田浩之社長。
　「障害者がいないと成り立たないんだ。戦力どころでは
ないんですよ」。自動車やエアコンのアルミ部品を切削す
る、テレビの凄技対決にも出てきそうな精度を要求される
仕事です。障害者個人毎にマニュアルをつくり切削機械を

動かしていると話されました。
　若い経営者らしく実演を交えて、障害者とのかかわり方
や事業運営の厳しさも話されました。横文字を使わず分か
り易い言葉で本音を交えてのお話をして頂き、参加者から
も大変好評を頂きました。
　同時開催した授産製品の販売会もにぎわいました。
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ロビーで展示された様々な治具



農福連携事業・個別研修
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芸術祭表彰式

伊勢丹で福祉事業所製品販売

　農業を目指す福祉事業所が専門家に個別指導を受ける研修を

静岡県内各地で開催しました（H28.12-H29.３）。ハウスの有効活

用、無農薬栽培の病害虫対策、畑の連作障害の対策、コンパニオ

ンプランツ（※）の効果、土壌づくりなど、それぞれのニーズに沿っ

たアドバイスを受けました。福祉事業所の農業へのチャレンジは

全体でみればまだ始まったばかりです。このような機会を今後に

生かしていけるよう、オールしずおかも全力で応援していきます。

　

　平成 28 年 11月12日（土）に静岡駅北口地下広場において開催

された「夢いっぱいアートフェスティバル 2016・静岡県障害者芸術

祭」の中で、平成 28 年度静岡県授産製品コンクールの表彰式がおこ

なわれました。静岡県知事賞を始め各受賞者の皆さんは、晴れやか

で誇らしげに表彰されていました。事業所利用者さんたちの笑顔で、

とてもぬくもりの感じられる表彰式となりました。

　静岡伊勢丹では地域貢献として、福祉

事業所で作られた製品をレベルアップし

て一般企業の商品と同じようにデパート

で販売するプロジェクトを開始しました。

　第１弾として、デパートのバイヤーの厳

しい目で選び抜かれた県内６事業所の製

品がクリスマスフェアに参戦。11 月下旬

から静岡伊勢丹の各売り場において販売

されました。第２弾は 12 月中旬にふじさ

んめっせ（富士市）で行なわれた伊勢丹

ウィンターバザールに、東部の７事業所

が出店しました。第３弾は、12 月中旬静

岡伊勢丹 4階にて、県内６事業所が販売

会を行いました。

　さらに年始年末で多くのお客様が集ま

る時期に、静岡伊勢丹 8階小催事場にて

平成 28 年度静岡県授産製品コンクール

の受賞製品を展示していただきました。

　各イベントとも売上は好調で、参加した

福祉事業所にとっては大きな自信となり

ました。

●福祉事業所が農作物を生産、加工・販売まで手掛けること（６次
　産業化）で高い工賃水準を実現している事例も
●農業分野には多様な作業があるので障害者の特性に応じた仕
　事を開発でき、多くの障がい者の雇用・就労につながる
●農家とつながることで地域の活性化も期待できる

※コンパニオンプランツ：
近傍に栽培することで互いの成
長に良い効果を生み出す植物

農業と福祉の連携のメリット

3.1２
（日）

10：30～

会場：

葵スクエア
葵区役所前

福祉事業所の作った農作物を販売するマルシェです
《 新鮮野菜 》 をお試し価格で！！
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　高等部３年生の職場実習報告会を行いまし
た。仕事内容やがんばったことの報告に加え、課

題を改善していこうという意気込みも伝わり、と
てもうれしくなりました。

　このような姿が見られるのも、家庭の支援や学校での指導や
経験などの積み重ねがあってこその結果です。高等部は、職業
技能コース８班（木工、印刷、革工芸、工芸、栽培、メンテナンス、
リサイクル、遊水地再生事業）、生活技能コース２班（生活エコ、
生活クラフト）を設け、「ものづくり」や「サービス」等の諸活動
を通じて、働くために必要な知識や技能、態度などの基礎・基
本を身につけていきます。
　本校では小学部入学のときから学校生活のすべてが「働く
人」につながる学習ととらえています。早寝早起きの習慣を身

につけ、朝ご飯をきちんと食べ、休まず登校することから始ま
り、「体力づくりや体調管理」「返事・挨拶」「服装、身だしなみ」

「廊下での会釈」「報告や連絡時の言葉遣い」等。家庭にも御協力
いただき、いい手本となってほしいと伝えてきました。
　「はたらく」ということは「はた（傍）」を「らく（楽）」にするこ
と、年齢や発達段階にかかわらず傍を楽にすることはできま
す。誰かのために何かをすることはさほど難しいこと
ではなく、一言の挨拶や笑顔でも周りを明るく
和ますことはできます。日々のよいあらわ
れや成長をきちんと認め、価値付けを積
み重ねていくことが、「働く力」につな
がるのだと思います。

　
静岡県立静岡北特別支援学校

校長　高橋 昭 氏
「働く人」を育てるために  リ レ ーエ ッ セ イ

relay essay

ふじっぴーの
ストラップ

福 祉 の お 店

ウ ェ ブ シ ョ ッ プ

イトーヨーカドー 
静岡店 1F
10:00 ～ 20:00
年中無休
050-1224-7044

静岡市葵区駿府町
1-70 シズウエル 1F
9:30 ～ 16:30
休：第 4 日・祝・年末年始他
054-251-8123静岡店 沼津店

沼 津 市 大 手 町 1-1-3   
沼津商連会館 1F
9:30 ～ 16:30
休：日・祝・年末年始他
055-963-9100

バッグの木製ハンドルを
福祉事業所が製作
（写真提供：㈱サンキ様）

マンパワーを活かした
草刈り・清掃

ノベルティグッズや
お客様プレゼントの製作

社内食堂での
菓子やパンの販売

販促品

社内販売

コラボ商品

敷地内清掃

企業のCSR活動に
障害福祉事業所の力を
ぜひご活用ください！

障がいのある人の力を
企業の中に取り入れてみませんか？
可能性は無限大！ 企業のイメージ
アップにもつながります。
まずはご相談ください。



障害者働く幸せ創出センター

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

◆編集後記◆
今年も新春講演会には企業などか
らたくさんのご参加をいただきま
した。実際の業務に活かしていた
だければ幸いです。（n）

■センター職員による相談　開館日の 9:30 ～ 17:30

■ハローワーク出張相談　3/2（木） 

■障害者就業･生活支援センターさつき出張相談　3/17（金）　

ご来場の際は、お気軽にお電話にてご予約下さい。

「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。

相 談 窓 口

発行

障がいのある人の就労相談
企業の障がい者雇用相談

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

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

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。

地区担当
地域の障害福祉を担当します

河嶌美津夫  竹村寿美  正守利彦

　下田から富士宮まで縦横無尽に活動
させて頂き、気が付けば法人内で一番古
株。事業所の皆さんに育てて頂いた幸せ
者です。
　毎日の晩酌が元気の源！もとい！幼
少期から細々と続けている日舞もこれ
からが本領発揮となればいいなぁ？

（東部地区担当：竹村）

11/1～1月末受付分
（敬称略・団体のみ）

◆新規会員◆

社会福祉法人復泉会 

遠州鉄道株式会社  

株式会社桜井製作所 

株式会社パロン 

株式会社LITALICO  LITALICOワークス浜松

社会福祉法人明光会 

社会福祉法人明光会 ルーチェ仰陽

社会福祉法人明光会 ヴェルデあべの

社会福祉法人明光会 安倍野工房

社会福祉法人明光会 ヴィヴァーチェあしくぼ

社会福祉法人明光会 フォルテあしくぼ

社会福祉法人明光会 障害者就業・生活支援センターさつき

社会福祉法人明光会 けやきワークセンター

社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 静岡県済生会　ワーク春日 

社会福祉法人恵会 惠学園

東西医用器株式会社 
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4（土）

5（日）まで

中旬

中旬

29（水）～

　4/4（火）

29（土）～

　30（日）

12（金）～

　13（土）

下旬

下旬

伊豆の国市社会福祉協議会ボランティアの集い

高松宮妃のおひなさま展（下記参照）

とも静岡店ホワイトデーフェア

とも沼津店感謝祭

静岡伊勢丹販売会（ブランド化製品の販売）

伊勢丹販売会（コリドー富士）

アピタセントラルスクエア販売会

連合湖西メーデー

磐田学園創立記念祭・わかば祭り

3/

４/

５/

4
公式 Facebook ページ
https://www.facebook.com/allshizuoka

当法人では県からの委託を受け、

障がいのある方の「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

づき企業様に対して雇用のお願い

をするとと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

ある方がご希望の業務に就職さ

れ、また継続的に就業できるよう

活動を展開中です。
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事
業
所
製
品
の

販
売
会

雇用推進コーディネーター
障害者雇用のお悩み解決

静岡県障害者

私たちが
福祉･企業･地域を
つなぎます

予定は変わることがありますのでホームページ等でご確認ください。

高松宮妃のおひなさま展

福祉事業所のおひなさま販売中

（～ 3/5 までグランシップ）


