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チャレサポ通信

より太く、より強く地域に根ざしていくために

同善福祉会理事（渉外担当）神谷

真人

この四月で五年目がスタートした「チャレンジサポートたかはま」。お陰さまで、前年度
末時点で就労移行と生活介護の契約者数が定員数を上回りはじめました。
志高く頑張ってくれているスタッフの働きで、利用者の方々やそのご家族から、
「ここに
来てよかった」、「ここに来て生活が変わった」といった嬉しい声も少しずつ聞こえてくる
ようになりました。
思えば、開設の前年、何度シミュレーションを繰り返しても、新法の下では経営的にか
なり厳しくなることが予想されました。さらに、実績も知名度もゼロ状態から新体系で始
める施設を地域にどう浸透させていけばよいのか等、全てに亘って不安を抱えながらスタ
ートしたことが昨日の事のように思い出され、同時に、やっとここまできたという感慨も
ひとしおです。
また、今号でもその第一報をお届けする新たな事業、就労継続支援事業Ｂ型も始まり、
ようやく、就労移行・就労継続・生活介護という障害者自立支援法に位置づけられた主要

サービスをフルラインナップで提供できる体制となり、次のステップをしっかりと見据え
て取組んで行く時期に差し掛かっていることを感じます。
こんな中、災害対策もその重要課題のひとつです。
チャレンジサポートたかはまは、地震や災害発生時、障がいのある人の避難拠点として
も機能させることが計画されています。しかしながら、細かな運用ルールはこれから詰め
ていかなければなりません。
今後は、よりよいサービス提供の追求はもちろん、
「待ったな
し」だけれど、目を向ける余力のなかった部分にもしっかりと
目を向け、この法人に関わる者全員で、強い根っこを創る時期
としたいものです。
最後に、先の東日本大震災で被災された皆さまに心よりお見
舞いを申し上げますとともに、お亡くなりになられた皆様のご
冥福をお祈り申し上げます。
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行 事 予 定 等 ・ ・ ・ ・ ・ ６

渉外担当理事の挨拶

「生活介護は なにをしてるの？」
1 週間 なに してるの？
午前
午後

月

火

水

木

金

散歩

生産活動

かんたんクッキング買い出し

かんたんクッキング

散歩

生産活動

環境美化

外出

かんたんクッキング精算

生産活動

どんな活動をしてるの？
種目
ペーパーバッグ作り
余暇活動

環境美化活動
かんたんクッキング

目的・内容
新聞紙でエコ袋を作ってます。

人気度
★★★

高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例に基づき ゴミ
★★
拾いを行ってます。
メニュー決め、買い出し、調理を自分たちで行っています。
★★★★★
美味く作れることが増えてきましたよ！

散歩

短・長距離を歩き 健康維持を行ってます (^O^)

外出

公共施設（図書館、かわら美術館など）を利用し マナー
★★★★
を覚えています。

音楽活動（音楽ボラ）
入浴

対象者
希望者全員

生産活動

種目
新聞紙

夏祭りで発表できるように 頑張ってます！！
目的・内容

★★★★★
人気度

希望者には、特別なことがない限り 毎日入浴していただ
★★★★★
いてます。 浴室がカラオケルームになることも・・・・・。
目的・内容
工場で箱の下敷きにする新聞

その他

健康管理

種目

★

目的・内容

活動日
月、金曜日 午後
火曜日 午前

活動日

嘱託医の回診

磯貝Ｄｒ（磯貝医院）が 体調チェックをしてくれます。

月１回

バイタルサインチェック

看護師が 体温 血圧 体調を確認してくれます。

毎朝

服薬管理

看護師が 朝 昼の薬を管理してくれます。

適宜

健康診断

医師会による健診です。みなさん 採血が苦手。

年１回
制作 利用者 スタッフ
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就労移行支援事業
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
♯就労移行支援事業はこんなところ♯

＊社会に出て働きたいけど、どうすればいいのかわからない・・・
＊今まで就職活動をしてきたけど就職できなかった
＊就職を目指すには、今の自分に何かが欠けているのは感じるけど、それが何かわからない
・・・そんな方々の就職のお手伝いをするところです
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
♭就職に向けての取り組み♭
●ユニフォーム

生活と仕事のメリハリをつける・就職後の制服着用を習慣付ける・貸与物の管理方法を学ぶ

この４月より、就労移行支援事業ではユニフォームを導入しました。
普段着での活動と仕事（作業）を区別する習慣を身につけます。
●リーダー
どの作業でもリーダーを中心に、自分たちで
考えて判断しながら取り組んでいます。
●作業
☆堆肥

安全管理の意識
重い物を持ち上げる等体の使い方の習得

施設内にあるコンポスト機を使用し、堆肥（肥料）の生産を行っています。
近隣の学校、スーパーに協力していただき、廃棄品の野菜等を回収しています。
☆名刺

マナーの習得・金銭の扱い方の習得
パソコン操作の体験

☆下請け

お客様から直接又は電話で注文をいただき、
注文表の記入から校正、納品までを行います。
他の作業とは違い、何度も同じお客様とのやりとりを行います。

就職後の作業と同程度の厳しさの体験

下請けで行った製品はそのまま学校や企業へ納品されます。元請けの企
業だけでなく、その先の取引相手の事を考えながら行う作業です。
作業もひもを結ぶような細かい作業から、木材の箱詰めのような作業ま
で色々な事を行います。
☆就労準備講習

就労に必要なマナーの習得・企業見学
日常生活上で必要なスキルの練習

講師を招いてマナー講座を行ったり、みんなで
マナーについて話し合います。
自分の意見を通すだけではなく、他の人の意見
を聞くことも大切です。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
♪就職後の取り組み♪
やっと決まった就職。誰だって長く、気持ちよく働き
たいと思っています。そんな気持ちを支えるため、チ
ャレンジサポートたかはまはどんな支援ができるの
かを、企業の担当の方を交えて相談していきます。
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今回はチャレンジサポートたかはま就労継続支援事業（Ｂ型）の一日の流れと、オープン１ヶ月の
近況報告を行います。
一日の流れです
９：３０～９：４０

９：４０～１２：００

１２：００～１３：００

・生産活動
ラジオ体操・朝礼

１３：００～１５：３０

１５：３０～１６：００

・生産活動

・
（余暇活動）

昼食・休憩

※途中１５分休憩

・（余暇活動）

清掃・終礼

※途中１５分休憩

これが作業スペースです！！日当たり良好！！
まだゴチャゴチャしておりますが、これからみんな
と一緒にレイアウトを考えていきます。

B 型を立ち上げるにあたり、日本福祉大学高浜事
業室様より作業机やキャビネットのご寄贈をいた
だきました。
ありがとうございました。

紙すきはがき作成
早速７００枚の大口注文をいただきました。納期の５月末。間
に合うかなぁ・・・・。間に合うよう頑張ります。
紙すきは今まで就労移行支援事業が行っていた作業です。利用
者もスタッフも初めての紙すきはがき作成に悪戦苦闘中。
新商品も検討中です！！
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エコハウス管理業務
壁面に水をまいている様子です。
高浜市総合サービス株式会社のスタッフの方々
にご指導いただきながら、少しずつ仕事を覚えて
いる所です。
まだまだ不慣れで、皆様には迷惑をお掛けする
事もあるかと思いますが、温かい目で見守ってい
ただければと思います。

写真ではわかり難いのですが、手前がイチゴで
奥がアスパラです。みんなで苗を植えました。
高浜市総合サービス株式会社様よりイチゴやア
スパラの苗、土や作業に必要な物品を購入してい
ただきました。
ありがとうございました。

エコハウスの屋上に

これをどうしても皆さんに見てもらいたくて機関紙の発行
が遅れてしましました。
二十日大根・枝豆・ねぎ・ひまわりと新たなチャレンジも
行っていますので一度見に来てください。

その他 委託作業
良いお仕事があったら紹介してください。一生懸命頑張ります！！

余暇活動！！
先日、吉浜の「花まつり」にみんなで行ってきました。
今度はどこに行こうかみんなで検討中です！！
まだまだ皆さん伝えたい事がたくさんあるのだけど・・・。紙面の関係でもう書けない。
次回チャレサポ通信を乞うご期待！！
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○寺床 慎也 様
・テレビ ・冷蔵庫 ・掃除機 ・洗濯機 ・自転車 その他日用品を多数いただきました。
４月１日より始まりました就労継続支援事業（B 型）を中心に活用させていただきます。
ありがとうございます。
○日本福祉大学高浜事業室 様
机やキャビネットをいただきました。（P４参照）
○かわら美術館

様

「油彩をはじめて 50 年、画家・斎藤吾朗の作品と収集品

斎藤吾朗の全活動を語ろう、具（カタログ）招待券」

４月１３日（水）生活介護のみんなで鑑賞
させていただきました。いつもありがとう
ございます。
編集後記

改めて、先の東日本大震災で被災された皆さま
に心よりお見舞いを申し上げます、とともに、お
亡くなりになられた皆様のご冥福をお祈り申し
上げます。
福祉に携わる人間として何か自分でも出来る
事があるのではないかと考える日々。
先日エコハウスで行われましたフリーマーケ

今後の予定

ットに「チャレンジサポートたかはま」として初
めて参加させていただきました。突然のお願いに

５月１７日 ふれあいものづくりイベント
５月２３日 理事会・評議員会
６月 ２日 健康診断
７月１４日 歯科検診
８月中旬 チャレンジサポート夏祭り予定

も関わらず受け入れていただきました事、この場
を借りて関係者の皆様にはお礼申し上げます。売
り上げの一部については寄付をさせていただき
たいと考えております。小さな事ではあります
が、引き続きこの様な取り組みをやって行きたい
な、と思います。

次号発行予定日
８月１日
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生活支援員 木村博行

