
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・12 月 15 日(土)、クラブハウ

 

たんぽぽ最新ニュース！ 

 ★今年も焼き芋の季節となりまし

  が例年毎週木曜日から毎週水曜

 

 ★たんぽぽエプロンが完成しまし

ロゴが入ったシンプルなエプロン

しています！現在、帽子を検討中

  

 

自主製品紹介 

 ・ぽぽ洗剤 大 300 円 小 1

 ・クッキー 大 200 円 小 1

 ・ラングドシャ 100 円 

 ・手作りストラップ 

 ・手作り布絵本 

 ・手作りスモッグ 

 ・手作り袋 

 ・手作りヘアーアクセサリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                

 早いものでもう、2012 年も終

「あぁ～早かった」というのも、

ます。今年 1 年皆さんはどのよう

るように、製造班・

しな 1 年であったよ

て、たくさんのたん

す。毎号読んでいた

ありがとうメッセージ 

・ くすの葉クラブさんより寄付

ざいました！！ 

・ 島田さん、後藤さん、斎藤さ

ございます！野菜の保存方法

・ 委託先の皆様、たんぽぽの活

たんぽぽ掲示板 

・ たんぽぽではホームページを

ぜひ見てくださいね！ 

 
 

スにて忘年会を行います！ 

た～★冬のおとずれを感じます。今年は、多度

日(10 時～14 時)と変更になりました。宜しく

た！緑色をベースに白と黄色の 

です。販売やバザーの際に使用 

・・・！？ 

00 円 

00 円 

                                    

わりを迎えようとしています。 

この LIFE を編集していると、四季の変化が早

な 1 年をお過ごしになりましたか？たんぽぽは

販売班に分かれて仕事を行ったり、委託先の開

うに思います。来年もまたたんぽぽらしく、私

ぽぽの情報をお伝えしていきたいと思います！

だきありがとうございます！  

をいただきました！楽しめる企画を考えたいと

ん、村井さん、いつも新鮮なお野菜を仕入れさせ

や販売の仕方等を直接教わることができ、勉強

動にご協力いただきありがとうございます！ 

開設しています。たんぽぽの最新の情報を掲載

 

 

 

津ピーマンでの店頭販売 

お願い致します！ 

     

    

      

 

    

 

 

 

 

    

く感じられる気がし

は毎号お伝えしてい 

拓を行ったりと大忙 

らしくこの LIFE に 

今年最後の LIFE で 

思います。ありがとうご

せていただきありがとう

させてもらっています。 

していますので、 

編集後記 

  

 

 

 

 

           

               

                      

                                       

      

秋の装いも終わりを迎え、木枯らし

後の発刊(４２号)となります。５月半

売班と２つの班に分かれての作業を行

ようなバタバタとした日々を過ごし、

一年を振り返ると、後半の半年間は、

ンジしていく、スタッフの意気込みに

メンバーとのミーティングを繰り返し

んできました。メンバーは定着しつつ

菓子屋、ＰＯＰＯの店舗営業、野菜の

の配達と、外出する機会も多く、たん

貨づくりと、室内中心の作業に自信を

携なしでは成り立たない作業となって

入れさせていただいている農家の方、

あってのこと、ほんとうに感謝でいっ

ねぎの植え付けの仕事をしないか」と

な畑で、日中の約６時間、玉ねぎを土

して始めました。私たちの今は、地域

たんぽぽの理念である「地域と繋がる

を少しずつ現実にしていくこと、また

りを通して「たんぽぽの理念」を伝え

をスタッフの大きな役割として、今後

ません。今のたんぽぽメンバーは、7

るメンバーの姿は、誇りを持ち、とて

れた際には、是非お声をかけて頂きた

                     

                 

 LLLL    iiii    f f f f 

 

繋繋繋繋がりかがりかがりかがりか

 

 

 

                    

        

 

                                        

主任 

の吹く季節になりました。たんぽぽ LIFE は平

ば、委託業者の都合にて、内職作業が終了し、

うこととなり、メンバー、スタッフとも、その

7か月を過ぎた今、ようやく落ちつきつつあり

あっという間に過ぎていった気がします。何に

、メンバーと意見が合わないこともあり、スタ

、その都度向き合い、少しずつではありますが

ある様々な役割を、日々こなしています。販売

仕入、仕分け、野菜や自主製品の販売、クッキ

ぽぽの顔として日々動き、製造班は、クッキー

持って日々製品を作り上げるという、製造班と

います。この活動が今できているのも、野菜を

クッキーを置いてくださっている委託先の方々

ぱいです。そして、この繋りによって、農家の

声をかけていただき、スタッフ、メンバー何名

の上に置いていく作業や、苗植えの作業を委託

の方と繋がらなくては成り立たない活動になっ

」｢誰もが人生の主役となる生活を送れるように

、今ある繋がりを継続していくために、メンバ

ていくこと、そして、地域の方々に伝えて続け

も繋がりを求めて、チャレンジを続けていかな

か月前とは違います。日々製造販売と活気ある

も頼もしく見えます。そんなたんぽぽの活動を

いと思います。 
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小西 靖代 

成 24 年最

製造班、販

日暮らしの

ます。この

でもチャレ

ッフ会議や

前に向い進

班は主に駄

ー委託先へ

の製造、雑

販売班の連

低価格で仕

のご協力が

方より「玉

かで、広大

派遣事業と

っています。

に｣この言葉

ーとの関わ

ていくこと

くてはなり

活動してい

、見かけら
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 今回、この記事を書いていくにあ

ューでは、お金が合うかどうか心

れましたが、一番印象に残っている

メンバーからは『障害者という偏

なったわけじゃない！』というこ

ーの率直な意見でそのままお伝え

あってほしい』『障害があっても仕

の人が集まり、たんぽぽにも多く

るが、しんどい部分もある・・・で

 突然のインタビューにもかかわ

をする機会もなかったため、少し

言葉はたんぽぽみんなが想ってい

きた、メンバーの声を私たちはど

バザーではなく、メンバーひとり

れていましたが、「誰もが人生の主

って参加できればと思います！ 

秋秋秋秋のののの   

    

       

 

 

 

 

 

10 月 28 日(日)「ふれあい城坤祭

しては、お馴染みの秋のお祭りです

とで起こるエネルギーはとてつもな

り上げることができ、とても嬉しく

ネルギーであり、それなりの役割を

             

                 

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

あたり、3 名のメンバーにインタビューしてみ

配だった・・・等のバザーに参加しての感想も

るのは、「なぜ、バザーに参加しているのか！？

見を持ってほしくない！みんな同じであり、私

とを地域の方にも知ってほしいとの意見で一致

させてもらいましたが、その他『障害のある人

事を行い頑張っている。認めてもらいたい。』『

のお客さんが来てくれています！見た目では分

でも普通に対応してくれて嬉しい』と語ってく

らず、想いが出るわ出るわ！！！！日ごろ真面

驚いている私もいました。ですが、今回メンバ

ることで、願っていることです。インタビュー

う受け止め、今後に繋げていけばよいのでしょ

一人が目的を持ち活動できる環境作りを行い、

役となる生活を送れるように」ひとつ 1 つのバ

 

   祭祭祭祭りりりり!!!! 
ました！ 

祭り」、11 月 11 日(日)「城西祭り」に参加し

が・・・毎回参加するたびに想うことがありま

く大きい！その中にたんぽぽも加わり、地域・

思います。たんぽぽのエネルギー・役割も地域

担っているんですね☆ 

             11月18日(日)中讃子どもフェスタが

 にて行われました！この「中讃子育てフェス

 に行われているものではなく、『地域みんなで

 う』という趣旨の下開催されており、たんぽ

 の参加です！たんぽぽからは、子育てを考慮

 ジナルのフエルトのおもちゃ等を手作りして

 来場者は、なんと 1 日で 1000 人だったと

 の元気が溢れるフェスタでした！ 

―  

 

ました。インタビ

たくさん話してく

」ということです。 

たちは好きでこう

しました。メンバ

もない人の平等で

バザーでは、多く

からない障害であ

れました！！ 

目にこのような話

ーが語ってくれた

にて聴くことので

う。楽しいだけが

前記事にも記載さ

ザーにも目的を持

ました！たんぽぽと 

ます！人が集まるこ 

・お祭りを一緒に盛 

域のひとつ 1 つのエ 

、ひまわりセンター 

タ」はバザーを目的 

で子育てを行っていこ 

ぽとしては今回初めて 

した、たんぽぽオリ 

販売しました！ 

聞いています！子供 

     

     

    

    

    

    

 

     

    

    

    

 

 

     

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

    委託委託委託委託・・・・受託事業受託事業受託事業受託事業のののの開始開始開始開始
       初めての玉ねぎの植え付け作業・・・。

  一緒に植えてもらいたいとの依頼があり、

す限りの田んぼ！たんぽぽ内で仕事を行う

なかなか終わらない広い田んぼに、最後は

   慣れない仕事を行い体は筋肉痛でボロボ

  農家の方々と仕事をしながら世間話をした

  ぽでは感じることのできない充実感があり

ているため毎日の仕事ではありませんが、

地域の方々との交流の場となっています。

に行っており、少しずつ慣れきましたが、

初めての事業であるため、ひとつ 1 つ丁寧

と思います！ 

  11/14(11/14(11/14(11/14(水水水水))))    四国学院大四国学院大四国学院大四国学院大
   3 名のメンバー、スタッフ 1 名で四国学

加しました。講師・・・何をするのかとい

らうことです。3 名のメンバーはあらかじ

て、今後の目標、病気の体験や精神科病院

義をしました。 

   初めは緊張していたメンバーも話してい

バーの過去の話を受け止め涙するメンバー

ようにうけとめたのでしょうか？ 

                   私は

ンバー

しての

という

きがあ

けたい

       販売班販売班販売班販売班＆＆＆＆製造班製造班製造班製造班GGGGaaaa

       販売班販売班販売班販売班            

                               

 

 

いつもお世話になっている島田さん家の農園！

収獲後仕分け

始始始始！！！！    

農家の方より玉ねぎの種を収獲するための、玉

さっそく植え付け作業に行ってきました！周り

のとは違い解放感があります。ですが、植えて

気力で乗り切りました。 

ロ状態ですが、たくさんの 

り、昼食をとったりとたんぽ 

ました！依頼される度に行っ 

仕事の厳しさを知ったりまた 

これまで、4回農作業の仕事 

新たな課題も見えてきました。 

寧に課題と向き合っていきたい 

大学大学大学大学にてにてにてにて授業授業授業授業のののの講師講師講師講師！！！！！！！！    

院大学にて精神保健福祉援助技術各論の授業講

うと、メンバーの体験談を好きなだけ思いっき

め原稿を用意し、過去について、たんぽぽでの

での出来事、学生からの質疑応答等、約 1時間

くうちに緊張も解け、冗談がでるほど絶好調！

、学生、スタッフ。学生はメンバーの体験談を

といいますと・・・学生に力強く体験談を語っ

の強さを目の当たりにしたのと同時に、精神保

自分の在り方を考えました。私は当たり前のよ

言葉を使います。「支援」という言葉はとても

りますが、私は人としての温かさを込めた「支

と思いました。 

aaaalllllllleeeerrrryyyy    

           製造班製造班製造班製造班 

                                

 

 

 

け作業！ 

全部手

ひとつ

作られ

てくだ

委託先での販売のため毎週 

頑張ってクッキー焼いてます！ 

ねぎの苗を 

りは山、見渡 

ても植えても 

    

講師として参 

きり語っても 

の仕事につい 

間あまりの講 

！また、メン

を聴き、どの

ってくれたメ 

保健福祉士と 

うに「支援」 

無機質な響 

支援」を心掛 

 

 

作りのお弁当箱！ 

1 つ細かい所まで

ています。ぜひ、見

さーい！ 


