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KARIGANE NEWS

　かりがね福祉会には、一般就労を目指す方
のサポートをする就労移行支援事業所『希咲
館』、就労移行・一般就労・工賃アップを目指
す方のサポートをする就労継続支援B型事業所
『OIDEYOハウス』があります。ただ、【ゆったり
働く】という考えで「働くこと」のサポートをする
事業所は、かりがね福祉会にはありません。
　しかし実際は、「働きたいけど、一日働くことは
困難」「仕事を体験してみたい」「自分のペースで
働きたい」そんな想いを持った方がたくさんいる

（Q） いつからやるの？
【A】 平成２７年１０月から希望者の体験をスタートする予定です。

（Q） どこでやるの？
【A】 アトリエFUUの定員を増やし、生活介護事業所『アトリエFUU』の活動の一環として取り組んで

いきます。活動場所は、ライフステージかりがねの敷地内の建物を予定しています。

（Q） どんな人が利用するの？
【A】 「仕事に興味がある」「自分のペースで働きたい」「仕事だけでなくて、趣味や好きな事にも取り

組みたい」　このような想いのある方なら、誰でも利用できます。

（Q） 何をやるの？
【A】 木工製品作りを、主な活動とします。木のおもちゃ・雑貨・子供用の家具などを制作予定です。
　　　他にも、オリジナルのグッズ作りや委託販売先への納品・販売会への参加にも積極的に取り組

んでいきます。

（Q） どんな場所になるの？
【A】 「MOKU」では、仕事をしていない時間、ゆったり過ごせる時間、自分の好きな事をする時間も

認めていきます。利用者さん、お一人お一人のペースで一緒に【働くこと】【お金を貰う事】を考え
ていける場所にしていきたいと思います。

ゆったり働く場所設置検討委員会　荻原恒平

ゆったりワークスペース『MOKU』のご案内 

のではないか？利用者さんのニーズに応える為に
も【ゆったり働くこと】について考える必要がある
のではないか？そんなスタッフの想いから、平成
２６年４月より『ゆったり働く場所設置検討委員
会』にて【ゆったり働くこと】について話し合いを
進めてきました。
　１年間、委員会メンバーでの話し合いを進め、
運営委員会での賛同を得て≪ゆったりワークス
ペース「MOKU」≫として、取り組んでいく事にな
りました。
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　2016年1月よりNHK大河ドラマ「真田丸」の放送が決定さ
れました。それを受けて上田市は本格的に観光誘客にエネル
ギーを注いでいます。
　その一翼として、真田町にある農業と観光活性化施設・ゆ
きむら夢工房内の売店改装とともにその委託業務をかりがね
福祉会にやってもらえないかという話をいただいたのが昨年
の10月。希咲館が行っている就労支援事業として「社会資源
を活用しての就労トレーニング」を行うには、条件的に重なる
ものがとても多く、お受けすることになりました。

　「メンバーさん主体」とてもいい言葉ですが、とても重いです。
私たちスタッフはメンバーさん主体と言うことへの責任がありま
す。メンバーさん主体それはその人に任せること、その人を信じる
こと、その人に対してお願いしますという気持ちになることです。
　ゆきむら夢工房での仕事はお客様を迎えるだけではなく、
４００にも上る商品の管理、日々の売り上げの管理、実際にお金を
扱う責任など、多くの学びの場であるとともにメンバースタッフが
共同で進めることで、本当のメンバー主体を伝えられる信頼関係
のフィールドになりたいと思っています。

　お店の運営としてまず一番大切なものは？ メンバー
さんに問いかけると「あいさつです」「接客です」「笑
顔で“いらっしゃいませ”をいうことです」「買っていた
だいたら“ありがとうございました”を言うことです」と
お客様への対応が上がってきました。
　このことを基にメンバーミーティングという形で9名の
グループワークで接客のトレーニングと、実際のお店で
の実習を進めて、4月1日より本格的にメンバーさん主体
での活動が始まりました。

■お問い合わせ等はこちらに
ゆきむら夢工房
〒386-2201
長野県上田市真田町長6090-1
電話／0268-72-2204
営業時間／8：30 – 17：15
年末年始休業

真田町で売店業務始めました 
４月１日より希咲館での就労トレーニングの一環として、上田観光
コンベンション協会からの委託を受けてスタートしています。

荒井

●ライフステージかりがね

●真田地域自治センター上田市立真田中●

ふれあいさなだ館●
ゆきむら夢工房

至上田市街
R144

至菅平

ゆきむら夢工房にて
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１．理事長　　　　　　小林　彰　　
　　副理事長　　　　　清水　俊治
　　常務理事（総合施設長）塚田　弘人
　　アドバイザー　　　保母　和子

２．事務局
　　事務局次長　　遠藤　良和　　　　　
　　主任　　　　　清水　栄紀（ライフステージ兼務）
　　事務局員　　　村上はるか、小堀　成子、西　由美子、
　　　　　　　　　三井まゆみ、市川　由佳

３．ライフステージかりがね 
　　施設長      　　　　　　半田　正直
　　主任　　　　　　　　　茅野　美咲　（清水　栄紀）　
　　サービス管理責任者　　茅野　美咲
  　　　　　  　　
　　スタッフ　　○竹田　淳一、○長　竜平、○古平　卓郎、
　　　　　　　　大澤　清志、宮下　拓也、西山　直之、高寺　裕也、
　　　　　　　　重田今朝道、山崎　功、佐々木　崇、堀内　文康、
　　　　　　　　牧田　勝美、倉島　佑介、小林　裕幸、坂口　翔平
　               　　○小松　静、出浦　友里、小池　梨奈、石井　悠真、
　　　　　　　　秋本　美幸、黒田　莉世、松川美由樹、窪田佳央里、
　　　　　　　　宮島　伶奈、（小林　千春）、関　小百合、
　　　　　　　　志賀　洋子、坂口みゆき、坂田　智里

　　医療　　　　　○牧田万佐子、金沢美智子、横山　正子
　　食事　　　　　小林　千春（現場と兼務）
　　洗濯　　　　　山浦　瑠美、上原　淑江
　　朝食支援　　　唐沢　喜代、小林　治蔵、飯島　直子　
　　寄添い支援　　永井久美子、若林　智子、佐藤　　香

４．アトリエＦＵＵ
　　所長　　　　　　　三井　千愛　　　
　　主任　　　　　　　室木　一佑
　　主任　　　　　　　（荻原　恒平）
　　サービス管理責任者　　室木　一佑

　　スタッフ　　○堀内　翔一、的場　真、大池　聡、本多　未郷、
　　　　　　　　太田恵里奈、垂見　美雪、北沢　静江、塩澤　典子、
　　　　　　　　関口　真由子

　　医療　　　　飯島　理佳

５．風の工房
　　所長　　　　竹内　洋一
　　主任　　　　本多　将之　　　　　

　　サービス管理責任者　　本多　将之
　　
　　スタッフ　　○宮坂　達平、杉浦あかり、佐田　芽衣
　　　　　　　　小山　達也、相馬　律子、佐藤ひとみ、金井真知子

　　医療　　　　櫻井亜津美

６．ＯＩＤＥＹＯハウス
　　所長代理　　　沼沢　成一
　　主任　　　　　太田　雅之　

　　サービス管理責任者　太田　雅之
　　　　　　
　　スタッフ　　荻原　光規、堀内　敬祐　早津　誠
　　　　　　　　○室木　美奈、長谷川亜由美、志野　和美、
　　　　　　　　加藤　美奈、遠藤　美香

　　運転手　　　小林　治蔵（送迎専門）、清水　豊（送迎専門）

関愛貴久 亀山広輝 宮島怜奈 窪田佳央里 高寺裕也 深澤一世

７．希咲館
　　所長　　　　竹井　達郎　　　
　　主任　　　　坪田　理

　サービス管理責任者　　坪田　理
　スタッフ　　○市村　友一、水野　一彦、三井　俊哉、高橋　輝男、
　　　　　　　井出恵里子、丸山　貞子、早津よし子
　　　　　　　　　
８．共同生活サポートセンター
　　所長　　　　　　　塚田　弘人
　　統括リーダー　　　山浦　貴志

　　サービス管理責任者　山浦　貴志、向山江身子、（堀内みな美）

　　スタッフ　　　○関谷　浩行、奈良　司、岡崎　慎一、唐沢　郁哉、
　　　　　　　　　亀山　広輝
　　　　　　　　　○向山江身子、○倉石　秀美、一之瀬尚美、
　　　　　　　　　菅沼ふゆみ、飯川　弥生、北沢　栄子、
　　　　　　　　　竹内絵里子、宮川亜由美、三井まゆみ（事務局）、
　　　　　　　　　市川　由佳（事務局）
　　食事作り　　　上原日東子、田中　勝子、宇仁　早苗、三井由美子
　　　　　　　　　加藤由美子、安藤　洋子

９．在宅支援センター　えーる　〔重度障害者等包括支援事業を兼ねる〕
　　所長　　　　　工藤　　淳　　　　
　　主任　　　　　荻原　恒平（アトリエＦｕｕ兼務）　　　　　
　　統括リーダー　堀内みな美　　　　　
　　統括リーダー　阿部　達也

　　サービス提供責任者　　阿部　達也、水上　直輝、西沢　泉

　　スタッフ　　○松井　良伸、○小田切玄和、○水上　直輝、
　　　　　　　　中村　孔稀、和久井翔太、佐藤　裕孝、久保田　哲、
　　　　　　　　岡村　義規、関　愛貴久、伴野　慶、菊地　  剛、
　　　　　　　　安田　剛、森島　優典、小林　優太、中澤　泉
　　　　　　　　○前澤　知里、脇田加奈恵、高寺のどか、
　　　　　　　　三浦　晴佳、深井　香織、蟻坂このみ、深澤　一世、
　　　　　　　　堀内　千尋、西沢　泉、渡辺　彩水、高原　芳子、
　　　　　　　　金沢  綾

10．相談支援事業所　つつじ
　　　所長　　　　　塚田　弘人
　　　主任　　　　　甘利　千秋　　
　　　　　　　　　　○高橋　慈子
　　　アドバイザー　小林　　彰
　　　アドバイザー　保母　和子

11．地域活動支援センター　いこいの家
　　所長　　　　　塚田　弘人
　　統括リーダー　山崎まゆみ
　　スタッフ　　　佐々木良太
　　
12．上小圏域障害者就業・生活支援センター　ＳＨＡＫＥ
　　所長　　　　　向後　泰雄（主任就業支援ワーカー）
　　主任　　　　　今井　仁樹（就業支援ワーカー）
　　スタッフ　　　山崎由美子（就業支援ワーカー）
　　　　　　　　　小林　博之（生活支援ワーカー）

　　圏域相談支援アドバイザー　　小林　　彰

職務分担表 （平成27年４月１日現在）   ※　○印はリーダー平成27年度

新入職
員紹介
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毛糸、牛乳パック、衣類、
スポーツタオル、じゃが芋、他　
前島勲　柳沢仲治　一之瀬勤　
中沢久美江　阿部きよ子　大久保文雄

杉浦勲　小林彰　匿名希望
� 合計１４２，０２５円

■長野県　清水俊治　桂川彰雄　清水君
枝　関由紀子　小林彰　若林喜久雄　保
母和子　芝田菊江　すずの会渡辺理英　
相沢喜世子　堀内敬祐　堀内千尋　堀内
真澄　渋沢電設㈱小林典子　樋口俊文　
田中快秋　　　
■東京都　女子学院宗教部　本田栄一　
　　
■埼玉県　中村勇　森澤将　

（平成26年４月１日－平成27年3月31日）

皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げます。
※敬称略させていただきます　平成26年4月1日～平成27年３月31日

寄贈物品

寄付金

平成26年度運営会員ご入会者

平成26年度運営会費納入金額

会員数（名） 会費（円）

長野県 413 1,884,761

北海道 5 43,000

東北地方 7 42,000

関東地方 82 553,981

中部地方 12 61,000

北陸地方 9 63,000

近畿地方 11 72,000

中国地方 2 6,000

四国地方

九州地方 1 10,000

合計 542 2,735,742

（平成27年3月31日現在）

　本号がお手元に届くのは初夏になりかけの頃か
と思います。皆様には、日頃から応援していただ
きありがとうございます。
　今回は特に新しい取り組みとして２つの事業
所の紹介をさせて頂きました。１つは、利用者さ
んのニーズに合わせたゆったり働く場所、ゆった
りワークスペース「MOKU」の取り組み。２つ目
は、希咲館の「ゆきむら夢工房」での就労に向け
てのトレーニングも兼ねた取り組みなど、それぞ

れが動き始めています。これ以外に各事業所でも
いろいろな計画を立てています。最初は小さな思
いや、夢から始まったことがやがて時間をかけて
しっかりした太い幹になるように成長して行けたら
と思います。
　これから本格的な夏に向かい暑い日々が続き
ますが、皆様も健康に気をつけてお過ごしくださ
い。� （小山）

　かりがね福祉会は皆様のご支援によって支えられていま

す。会費は法人各施設の設備や備品の充実等のために使わ

れます。また、会員の方には年４回機関誌等を送付してい

ます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げま

す。専用振込用紙のお取り寄せ、その他お問い合わせは法

人本部までお願い致します。

　　年会費
　１口　1,000円（何口でも結構です）

　　期間
　1年単位（ご入会より1年間）

　　ご入会方法
●ゆうちょ銀行［00550-3-8487］
　名義「社会福祉法人　かりがね福祉会」

●上田信用金庫　真田支店［普通預金：95578］
　名義「社会福祉法人　かりがね福祉会　理事　小

コバヤシ

林　彰
アキラ

」

運営会員ご加入のお願い
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会員・読者の皆様からのご意見・ご感想お待ちしています。「機関誌編集委員会」までお寄せ下さい。

社会福祉法人 かりがね福祉会 URL http://www.karigane.or.jp/
■法人本部／ライフステージかりがね
 〒386-2201　長野県上田市真田町長6430-1 TEL.0268-72-3431　FAX.0268-72-4406
■つつじ 〒386-2201　長野県上田市真田町長6430-1 TEL/FAX.0268-75-5431
■在宅支援センター・重度包括支援　え～る 
 〒386-2201　長野県上田市真田町長6430-1 TEL/FAX.0268-72-8022
■共同生活サポートセンター 〒386-2202　長野県上田市真田町本原531-1（よつばのいえ内）　TEL/FAX.0268-72-2434
■風の工房 〒386-2201　長野県上田市真田町長2464-1 TEL.0268-72-2151　FAX.0268-72-4976
■OIDEYOハウス 〒386-2203　長野県上田市真田町傍陽8551-2 TEL/FAX.0268-73-0005
■アトリエFuu 〒386-2202　長野県上田市真田町本原531-2 TEL/FAX.0268-72-1061
■希咲館 〒386-2202　長野県上田市真田町本原1491 TEL/FAX.0268-72-5067
 〒386-2201　長野県上田市真田町長6130-6 TEL/FAX.0268-71-5305
■いこいの家 〒386-2202　長野県上田市真田町本原2376-2 TEL/FAX.0268-72-8008

OIDEY
O

ハウス
おすすめ織り製品

芯が入っており
、しっかりとし

た作りになりま
した。人気商品

です！

アーツ前橋ミュージアム
ショップ　mina
群馬県前橋市にあるアーツ前
橋の中にあるミュージアム
ショップです。全国各地の
チャーミングでユニーク、
そして暖かい、そんな商品
たちが置かれています。

リラクオーレマルシェwith 海野町商店街フードサミット
期日：6月13日（土）
場所：海野町商店街

ほのぼの市 inイオン上田店
期日：6月19日（金）20日（土）両日9:00～
場所：イオン上田店2Fフードコート横

OIDEYO ハウスでは室内商品や乾燥食材を販売します。
ぜひ遊びにきてくださいね♪

コロコロしたケーキのようなポーチができました！小物入れにどうぞ♪

もちろんねこポーチも

お問い合わせはこちらまで
OIDEYOハウス ☎0268-73-0005
乾燥工場 ☎0268-73-2292
お気軽にご連絡ください♪

HP  http://oideyohouse.com/
twitter  @OIDEYO2
Facebook  OIDEYO
もチェックしてみてください。
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