
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ掲示板掲示板掲示板掲示板★★★★    

・冬季限定の焼き芋販売が 3 月１２日
再開予定です。 

・4 月 1 日より、消費税増税を受け駄
ムには消費税 8％をいただくことに
の検討にて対応させて頂きます。丸
大変ご迷惑をおかけしますが、変わ

 

 

 新年度が始まりました。つくしや

を振り返り、考えると…この一年間

しての意見、年齢や経験を踏まえた

うに受け止めればよいのか、どう伝

年度も引き続き、メンバーとの活動

思います。そして、たくさんの思い

ように、と願いを込めて作りたいと

ありがとうメッセージ 

・クッキー委託先の皆様、野菜の仕入
野菜共に「ここの商品はおいしい！
く、安全に新鮮に販売できるよう努

・丸亀福祉の店より、寄付をいただき
います。ありがとうございました！

・日用品の提供もありがとうございま

編集後記 

 特定非営利活動法人 SAJA

ださい。当法人の目的は、在

て障がい者の自立と社会経済

です。主な事業として就労継続

障がい者福祉関係団体との交

は 2,000 円です。ご入会いた

 何卒ご支援、ご協力をよろし

 

 

会費のお支払方法…①郵便振込

          口座番号

          加入者名

                                    ②当事業所

 

 

 

 

 

 

                    

の多度津町ピーマン店頭販売をもちまして一旦

菓子屋及びＰＯＰＯにおいても駄菓子、くじ、
しました。また、自主製品(クッキー、雑貨、
亀市指定ゴミ袋は従来通りの価格、内容量で販
らぬご愛顧の程、よろしくお願いいたします。

    

や桜、花粉症など、春を感じる毎日です。怒涛

間で私がいちばん強く感じたことは、役割や立

た個人としての意見、対個人との関係性、その

伝えればよいのか悩んでは相談し、自分なりに

動の中で共に一喜一憂しながら「ぼちぼちと」

いや活動、理念などもこのＬife をとおし読者の

と思います★ 

れ先の皆様、本年度も宜しくお願いいたします
」とリピーターもついてくださっている状況で
めます！ 
ました！今後のたんぽぽの活動、交流等の際に
 

ました！ 

賛助会入会のお願い 

(NPO 法人サヤ)の目的にご賛同いただける方

宅の精神障がい者に対して、地域生活支援に

活動への参加を図ることを通して、精神保健

続支援 B 型事業所の運営、精神保健福祉に関

流及び地域福祉組織化活動、研修事業等を行

だいた方にはたんぽぽの機関紙「LIFE」をお

しくお願い致します。 

込(申し訳ありませんが、振込手数料のご負担

号：01680-5-57087 

名：特定非営利活動法人サヤ 

所窓口にて支払い 

                                     

 

   

 

 

 

 

 

終了しました。また冬季には

古着、夏季限定ソフトクリー
野菜、黒豆ポン菓子)は内容量
売しております。お客様には
 

 

のように過ぎていった昨年度

場の重要性です。スタッフと

ような土台がある上でどのよ

行動してきたつもりです。今

進んでいけたら嬉しいな、と

皆さまに少しずつ、届きます

 

。有難いことに、クッキー、
す。今後も引き続き、おいし

使用させていただきたいと思

 

は、是非賛助会にご入会く

関する事業を行い、あわせ

福祉の増進に寄与すること

する知識の普及啓発活動、

っています。賛助会年会費

お届け致します。 

をお願いします。) 
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「地

 いよいよ2014 年度がスタートしました

での活動の振り返りと見直し、そして新たな

な「たんぽぽ」の2014 年度活動企画につ

 まずは、今年度の活動スローガンですが、

共同作業所として産声を上げた「たんぽぽ」

創設と拡大、そして 2006年の障害者自立

組まざるを得なくなった運営の法人化運動

20 数年に亘る活動を支えてきたのは、出

(PSW)等の精神保健福祉の関係者が中心で

も、非専門家である地域住民や民生委員、ボ

という内発的な動機であったように思います

今日の「たんぽぽ」があると言えます。 

 次に、具体的な活動についてですが、日常

舗業務等はこれまでと大きな変更点はありま

しての行商や公用車を活用(車体にペイント

て、リサイクルショップ「POPO」の運営の

です。具体的には、毎週土曜日に「天満バザ

他の企画を催し、近隣住民の方々の参画を得

かも今回は、メンバーとともに四国学院大学

います。メンバーと学生の斬新なアイデアと

 また、毎年開催している地域生活支援関係

今年度のテーマは『いのちの原点 ～障害を

プログラムはDVD鑑賞と講演、グループワ

干異なり、精神保健福祉関係者に加えて福祉

師の事務所と調整中ですが、詳細が決まり第

内研修事業として、9月にはメンバーとスタ

みた」を訪問して研修と交流を行います。 

 メンバーの就労へのニーズに応えるために

ンの施策やシステムを活用するだけでなく

す。現行制度による「制度塗れ」「仕組み依

寄って人間中心の支援に転換させていきたい

当の福祉を目指します。 
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域ぐるみ…」が合言葉 

理事長 

。今年度は、NPO法人サヤ「たんぽぽ」にとっ

な局面へのチャレンジの 1 年になりそうです。今

いてお知らせしたいと思います。 

、「地域ぐるみの福祉実践を!!」を掲げています。

」ですが、利用者の多様なニーズに応えるための

支援法(現 障害者総合支援法)の施行に至る経緯

という課題を乗り越えて今日を迎えています。

発点では精神障害者家族会、行政関係者、精神

したが、後の法人化運動の際には専門機関・職種

ランティアの方々の『精神障害を持つ人の生活

す。まさに、地域ぐるみ、住民ぐるみの運動の結

常的な活動として新鮮野菜の販売やクッキーの製

ませんが、しいてお伝えするとすれば、野菜の販

)した駄菓子や新鮮野菜の広報活動を検討してい

の見直しや店舗事業に付随する新しい取り組みを

ザール(仮称)」を開催し、フリーマーケットやラ

得てさらなる事業への突破口を開きたいと考えて

学精神保健福祉コースの学生有志に活動の中心を

とユニークな視点に大いに期待しているところで

係職員研修会(通称 サヤ研修会)を 10月に予定

持つことをどのように考えるのか～』というも

ークの 1 日研修です。参加対象もこれまでの研

祉、教育関係者の定員 100名を予定しています

第1報として誌面にてお知らせします。その他に

タッフで徳島県美波町の「県南コミュニティケア

 

に、施設外就労も計画、検討中です。職業リハビ

、「たんぽぽ」オリジナルの就労支援を展開した

存」の支援を、地域の方々と一緒にアイデアと

いと考えます。「地域ぐるみの福祉実践を!!」を合
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西谷 清美 

て、これま

今回は、そん

1991 年に

各種事業の

の中で取り

これら凡そ

保健福祉士

の方々より

を支えたい』

結実として、

造販売、店

路拡大策と

ます。加え

始める予定

イブ、その

ています。し

担ってもら

です。 

しています。

ので、研修

修会とは若

。現在、講

にも、事業所

センターと

リテーショ

いと思いま

工夫を持ち

合言葉に、本



 

 

現在、香川県では年に約 3,00

す。2013 年 4 月より優先調達推

置等、工賃向上の様々な取り組み

に作成しています。香川県の 20

事業所の中でも低い工賃となって

上に関わる研修会に参加していま

いるのかを明確に知らせ、どれだ

の工夫等、様々な取り組みによっ

や新商品の開発など色々と考えて

知っていただくことができるのか

じ土俵で売れる商品づくりを意識

 

はじめまして。4 月からたんぽ

徳島県内の病院で 1 年間勤務しま

 勤務した期間は短かったですが

の大切さがあります。私が病棟で

医師からは病状的に退院できる状

り本人が病院から地域へと環境が

本人、家族を交えて面談を行い、

を繰り返し、本人の不安を軽減す

いきました。のちに本人より、「退

った」といった話を聞くことがあ

家族をはじめとした人との繋がり

 たんぽぽでは、まだまだこれか

の日々の繋がりを大切にしていき

 

クラブハウスお花見 

～丸亀城にて～ 

 

 

 

 4 月のクラブハウスは昨年に

でした。昨年との違いといえば、

たことです。また予定の合うスタ

してくれました。私自身は、昨年

スがお花見であり、特別な想いの

お弁当は、それぞれに予算の都合

当を持ち込み可とし、クラブハウ

ように感じました。お酒あり、踊

り（笑）、各々でお花見を楽しめ

工賃向上研修 

0 円工賃をアップしていくという「工賃倍増

推進法が施行され、それに伴い、社会就労セ

が行われています。当事業所も工賃向上計画

11 年度平均工賃は約 12,000 円、当事業所

おり、課題が山積み状態です。その課題を

す。自主製品を多くの方に購入していただ

け購入見込み客を増やせるかということ、

て固定客に繋がり、売上も上がるというこ

きましたが、研修を通して、今ある商品を

を考え、福祉の事業所が作った物として販

する必要性を強く感じました。 

主任

ぽに入職しました山﨑裕太と申します。四国

した。 

、病院では数多くのことを学びました。そ

担当していた方の中に、10 年近く入院してい

態だと言われていましたが、両親は高齢で

変わることに対してひどく抵抗がある状況で

また、退院先となる場所の見学や、ショッ

ることに努めました。その方は最終的に退

退院して良かった。皆が協力してくれなけれ

りました。退院は、本人の頑張りがあったこ

があったことも大きな要因であったと思いま

らさらに多くのことを学んでいくことにな

たいと思っています。これからよろしくお願

スタッ

 

 
   

精神

 

精神保健福祉士 三宅 春菜 
 

 

引き続き、丸亀城でのお花見

、理事長に参加していただけ

タッフも、ゲストとして参加

年初めて参加したクラブハウ

のある行事となっています。

合もあるだろうから、とお弁

ウスらしい自由な会となった

踊りあり、散策あり、風もあ

ました。 

5 カ年計画」を掲げていま

ンターにて協同受注窓口の設

の 5カ年計画を 2011 年度

の平均工賃は約 5,000 円と

明確にするため様々な工賃向

くためには、まず何を売って

接客対応の技術の向上、陳列

とです。事業所では販路拡大

、どのようにして多くの方に

売するのではなく、市場と同

任 小西 靖代 

学院大学を一昨年に卒業し、

の一つに、人と人との繋がり

いた方がいました。その方は、

自宅への退院も難しく、何よ

でした。何か月かにわたって、

ピングモールへ外出するなど

院する決心をし、退院されて

ば退院しようなんて思わなか

とはもちろんのことですが、

ます。 

りますが、何よりメンバーと

願い致します。 

フのつぶやき 

 

神保健福祉士 山﨑 裕太 

 
 

 

 

 

 

去る 3 月 2 日（日）に城坤コミュニテ

た。何とか天気ももち、沢山のお客さんと

した。私たちはバザーコーナーで出店しま

新鮮野菜、手作りクッキー、駄菓子、手作

評でした。準備から片付けまで、地元の方

におこなうことは意味のあることだと感じ

数年前より事業所がある地元、城坤地区

ニティの祭り、天満神社の祭りに、、、、たんぽ

の紹介により参加できるようになりました

それまでは事業所を何とか維持していく

ていましたので、バザーに出店するという

地元というよりは広くどの地域のどんな催

めの資金を用意するために参加していまし

地域に私たちの活動を少しでも知ってもら

様々な方々のご協力をいただきながら今後

お祭りを盛り上げる役割の一端が担えれば

 

城坤コミ

西谷理事長から福祉サービス第三者評価

ービス第三者評価事業とは何か 2.福祉サ

題についての三点が主な項目です。 

まず、福祉サービス第三者評価事業とは

な第三者機関が、専門的客観的な立場から

を把握して、評価結果が利用者の適切なサ

しています。 

 評価基準について、評価は書面調査と訪

沿った評価基準の考え方、評価のポイント

の活動の中で頑張っている点や逆に課題と

最後にたんぽぽの課題については、経営

は、地域とのつながり、職員個々の質の向

の活動の振り返りができるような問いかけ

講義を受けて、実際のたんぽぽの活動を

地域とのつながりで考えてみると、機関誌

支援団体や地区の小学校、コミュニティセ

交流を図っています。今回評価の着眼点と

ていく必要があるのではと思いました。 

第三者評価事業とは、ＮＰＯ法人 Saja

ことでより良いサービスの提供ができるよ

が目指している利用者が自分らしい生活

と講義を受けて思いました。 

 

施設内研修～第

 

 

ィの春まつりに参加しまし

のやり取りがおこなわれま

した。例年どおりの内容で

り雑貨、輪投げ等どれも好

々と声を掛け合いながら共

ています。 

の小学校のお祭りやコミュ

ぽを応援してくださる方々

。 

くために法人化の運動をし

ことは、どちらかというと

しにも出向き、法人化のた

た。今は方向性を変え地元

えるよう意識しています。

も継続参加し、共に地域の

と思います。 

ミュニティ春祭り 

価事業について講義を受けました。講義内容

ービス内容の評価基準 3.ＮＰＯ法人 Saja た

は、事業所の提供する福祉サービスの質を、公

ら評価するものです。また、運営における具体

ービスの選択に役立てるための情報となるこ

訪問調査によって行われること、評価基準ガイ

トや評価の着眼点などが細かく記載されてお

とする点が解りやすいようになっていました

マネジメントや利用者サービスの項目以外で

向上、利用者の権利擁護、安全性の確保などに

けが最後にありました。 

を一つ一つ丁寧に振り返る必要性を感じまし

誌 LIFE を発刊して活動情報を発信しているこ

センターとの連携、イベントの協議など積極的

として、もう一度地域の福祉ニーズの視点で活

 

a たんぽぽの良い点は一層伸ばし、課題点は改

ようにする為のツールであり、それを利用する

を送ることができるようになる事につながっ

三者評価について～ 

精神保健福祉士 大

所長 村井

 
は、1.福祉サ

たんぽぽの課

公正かつ中立

体的な問題点

ことを目的と

イドラインに

り、たんぽぽ

。 

で理事長から

について日々

た。例えば、

ことや子育て

的に地域との

活動を確認し

改善していく

ることで私達

っているのだ

塚 泰子 

 

 

井 誓子 


