
 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、たんぽぽのクッキー委託先のご

たんぽぽから一番近い委託先で、日頃か

、メンバーと一緒にいったことのある、

 私が行ってみての率直な感想「値段が

と３拍子揃ったお店です。２年前、営業

てくださっていたみたいで…委託事業を

しています。ボリューム満点で、子供か

堪能できる、たんぽぽお勧めのお店です

たんぽぽのクッキーはレジ前のかごにあ

 

住所：香川県丸亀市天満町１-１０-２８

℡：0877-24-0696 

営業時間：11:00～21:00(L.O.20:30

定休日：火曜日(祝祭日は営業) 

交通：ＪＲ予讃線讃岐塩屋駅徒歩５分讃

 

自主製品紹介 

 ・ぽぽ洗剤 大 300 円 小 100

 ・クッキー 大 200 円 小 100

 ・手作りストラップ 300 円より 

 ・手作り知育布絵本 2000 円より 

 ・手作りヘアーアクセサリー 150 円

 

 

 

    

    

 

 8 月の猛暑が過ぎ…あの暑さは何だ

こ最近の日本といえば、2020 年オリ

だ、行わなければならないことがある

今回、オリンピックの開催地を獲得する

ピールを行っていました。たくさんの

ルギーのすごさに、ただただ驚くばか

さんの想いが 1 つになれば、変わって

ります。ですが、現実はそう簡単なも

私たちの想いを地域に、また国にアク

ありがとうメッセージ 

・県立丸亀城西高校、藤井高校の文化祭

頂きました！ありがとうございました

の皆様とたんぽぽが更に地域の資源の

お願い致します。 

  

編集後記 

 
～委託先のご紹介～ 

紹介第２弾です！今回の委託先は、『中華料理 

らメンバーが誘い合って夜ご飯を食べに行った

たんぽぽゆかりの委託先です！！ 

お手頃！料理が出てくる時間が早い！そしてお

に行った際に醤醤の方々もたんぽぽがあるとい

通して、知っている関係から知り合った間柄へ

ら大人までお腹いっぱい中華料理を 

！ぜひ、行ってみて下さいね！ 

ります。 
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岐塩屋駅から 406m 

円 

円 

           

円より 

ったのだろうと思うくらい、すっかり秋らしく

ンピック開催地が東京に決まったことでもちき

のでは…と思う反面とても喜ばしいビックニュー

るために、東京都知事をはじめたくさんの人が日

人が集まり 1 つの目的を達成しようとする時に

りです。もしかすると、私たち福祉分野もたく

いく可能性もあるのだろうか…と夢見ごこちな

のではないため、メンバー、スタッフ一丸となっ

ションしていきたいと思います。 

祭にて、たんぽぽのクッキー、駄菓子の詰め合

た。今後もたんぽぽの活動を通して関わらせて

のひとつとして繋がっていければと思います。
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り…実は私も 
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うことは知っ 

と現在は変化 

     

    

      

 

      

なりました。こ

りです。まだま

ースですね。 

日本(東京都)のア

発せられるエネ

さんの人、たく

私であ 

って、 

わせを販売して

いただき、高校

今後とも宜しく
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研修

 

8 月２０日、２１日は東京都内で行わ

ーラムに参加しました。これまで文献や大

実際に福祉の現場に飛び込むと想像以上

間は無かったように思います。 

リカバリー全国フォーラムでは、記念講

印象深かったのは、どの話を伺っても共

講演は、訓練を受け認定された精神疾患

ているアーミーＣマウラ氏によるアメリ

ワメントに働きかけ、精神障害のある人

支援されているとのことでした。 

またシンポジウムでは、福祉の専門家

しても、症状の体験や生活の苦労や人生

事者と同じ目線に立って物事を捉えてい

すが、実際に同じ目線に立つことはでき

もネガティブに感じますが、私はワーカ

伝える必要があるように思います。だか

難を同じ目線で捉え共感し、状況を良くし

８月９日に行われた市町・保健所及び

祉的就労や保護的な労働について、「リカ

ィグマに焦点を当てるのではなく、才能

クを冒すことを促進すること、自己決定

れていました。このようなリカバリーモ

ークではないということです。また、本

一部として機能しなければならないとい

として店舗経営、また野菜販売や地域のバ

地域に対しサービス提供を行っている側

存在しているように感じます。 

 このような現状の中、就労継続支援Ｂ

度も働くことに挑戦することができるよ

がる意見を一つひとつ受け止め検討し、

要があるように感じます。また、メンバ

そのために必要なものを探し、得るため

の選択によって追い求めることがリカバ

して」、これからも地域の中で日進月歩努
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会に参加して 

れた地域精神保健福祉機構・コンボ主催のリカバ

大学の講義で学び、リカバリーという言葉は知っ

に多忙な日々であり、リカバリーとは何かと深く

講演、トークライブ、シンポジウム、分科会等が

通してピア活動について触れられていたというこ

を持つ有給スタッフで認定ピアスペシャリストと

カの支援サービスのお話でした。自己決定、自己

たちが自分の人生やリカバリー過程の主導権を取

は知識と技術と経験に基づくサービス提供の専門

の困難についての専門家ではないというお話が

きたいという思いがあっても、想いを受け止め

ないのではないかと感じました。このように表

ーとして、できること、できないことを知り、

らこそ関係機関との連携が必要であり、生活の

していくためには当事者の力や経験が必要である

関係機関精神保健福祉業務担当者研修会では、

バリーモデルの基本概念では、疾病や障害、そ

や能力、長所、アイデア、全人格に焦点を当て

を奨励すること、成長のためには失敗を歓迎す

デルを踏まえて考えると、保護的な労働は時に

当の地域実践とは、地域の中で行われるだけで

うことでした。現在たんぽぽでは、駄菓子屋や

バザーの参加等、メンバーやスタッフが一丸とな

面と、福祉的就労という枠から抜け出せていな

型事業所という形態で活動している一員として私

うな場所にしていきたいです。そのためには、メ

地域にサービス提供しているという自負をさらに

ーにとって自分の人生はこうでありたいという思

のたんぽぽでありたいと思います。自分らしい生

リーの旅であると学びました。「だれもが主役の

力していきます。   
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く考えている時 
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として活躍され 

己責任やエンパ 

取り戻すことを 

門家であったと 

ありました。当

る努力はできま

現すると、とて

それを当事者に

苦労や人生の困

ると感じました。 

講演の中で、福

の他の負のステ

ることや、リス

ること」と話さ

ディーセントワ

はなく、地域の

キッズショップ

なり地域の中で、

い側面の両面が

私は、誰もが何 

メンバーから挙 

に高めていく必 

思いを見つけ、 

生き方を、自分 

地域生活をめざ 



         

 

 

 この時期がやってきました！たん

夏祭りです。今年も朝 6 時からの境

仕事を行っています！毎年、境内で

―ボール、ヨーヨー釣り)、たんぽぽ

います。また、今年はスタッフお手

り、これが大盛況だったと話を聞い

～★そして、各販売の持ち場には、

メンバー8 名、ボランティア 4 名、

お祭りでした！あぁ～私も小学生の

しむ時間も少なく…お客の呼び込み

アップの工夫をしたりと、あっとい

に思います。天満神社の夏祭りは、

昔懐かしいお祭りです。このような

きることを嬉しく思い、来年皆さん

いただける工夫を考えていきたいと

天満神社夏祭りの関係者の皆様、ボ

様、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

           

            

 

 

冬の忘年会に引き続き、今回は夏

ています！今回も、たんぽぽ近隣に

で参加者全員盛り上がりました。前

で 22 名の納涼会となりました。 

 たんぽぽが仕事を行う場所である

す。そのような中、いつもと違う場

ても特別に感じました。会話の中に

れば無礼講です。色々な話をして、

とはこういうことなんだと再確認し

たのですが、今回は行けなかったた

 

 

 

 

 

       

 

８/８(木) 
 

８/９(金) 納納納納
たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ    

 

ぽぽ夏のイベントといえば、天満神社の 

内の掃除から始まり、夜 21 時まで販売等の

は、自主製品(クッキー、ナスの辛子漬け)の販

ぽでは、駄菓子屋・POPO の開店、野菜の販売

製の光るおもちゃをたこ糸で結んだくじ『百本

ています。やっぱり、お子さんは光るおもちゃ

四国学院大学の学生さんがボランティアで入っ

スタッフ 6 名で参加した賑やかな 

頃、お祭りに行ったなぁ～と懐か 

、お店・たんぽぽの建物にライト 

う間に時間が過ぎたよう 

地域に馴染んだ 

お祭りに参加で 

が更に楽しんで 

思います。 

ランティアの皆 

祭りも終わり、打ち上げを兼ねて、たんぽぽ納

ある「うまか房塩屋店」にて 18 時から、なん

回参加できなかったメンバーも何名か参加して

ため、仕事の話を抜きにした時間がなかなかと

所・雰囲気・仕事の話を抜きにした時間という

は、日頃言えないような内容もあり…そんな話

メンバーとスタッフではなく、人と人との関係

た時間でした。本来企画していたのは、ビアガ

め、またの機会に企画したいと思案中です。 

   
天神社夏祭り

納涼会納涼会納涼会納涼会 

 

夏祭り終了作業場にて 

見

…

の

  

 

売、縁日(スーパ 

、輪投げを行っ 

本釣り』を行ってお 

ゃが好きですねぇ 

って下さったりと 

納涼会を行っ 

んと飲み放題 

ており、全員 

とれずにいま 

うことが、と 

話もお酒が入 

係・つながり 

ガーデンだっ 
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えにくいですが

神社境内の縁日

様子 

 

 

 

        

      

            

委託先開拓！営

   
法人 

地域生活支援関

テーマ   ～世界

〈開催要項〉 

 ・開催日時  ２０１３年１０月

 ・場  所  丸亀市生涯学習セ

        〒７６３―００３

        TEL ０８７７－

 ・対象者   地域活動支援セン

        保健所職員、市町

        社会福祉協議会関

 ・参加費   無料 

 ・主  催  NPO法人 SAJA

〈プログラム〉 

  ９：３０  受 付 

 １０：００  開 会 

 １０：１５  上 映(初めて精

起こった実

 １２：１５  昼食休憩 

 １３：３０  講演「世界の精神

           講演：仁木

 １５：３０  閉 会 

前回の LIFEにてお伝えしたよう

委託先開拓視察を行っています。今

雰囲気にこだわっており、ランチを

心構え等について考えました。製造

が合うのか等、営業に持っていく商

がら帰ってきました。 

 結果、1 店舗は私たちが作ってい

り、もう 1 店舗のみの営業決定とな

班 1 名、製造班 1 名、スタッフ 1

がらミーティングを行っています。

以来の久しぶりの営業に緊張しまし

でしたが、たんぽぽを知ってもらえ

な～」「まぁ～仕方がないわ」と話

年前の営業の際にも、30件回って

だこれからなんだと、気持ちを新た

に努めていきたいと考えています。

 

業班始動！！ 

    

係職員研修会 開催決

界の精神保健福祉の潮流～ 

１６日(水) １０：００～１５：４５ 

ンター(まなびランド)４F講座室１ 

４ 丸亀市大手町２丁目１―２０ 

－２３－１０９１(代) 

ター職員、障害福祉サービス事業所職員、 

関係者、精神科医療機関職員、相談支援事業

係者 他(順不同) 

A(サヤ) 

神科病院をなくした国、イタリアで 

話を基に映画化！) 

保健福祉の潮流～先進諸国における精神障害者

 美知子氏(NPO法人精神保健福祉交流促進

詳細については、チラシ、またたんぽぽまでご

に、販売班の中の営業班 2 名、製造班5名に

回は 2件の視察にでかけています。2 店舗とも

食べながら販売班は…お店の人の様子や営業に

班は…お店の雰囲気と自分達が作っている雑貨

品のことを考え、帰りの車内で感じたことを話

る雑貨とお店の雰囲気が合わないという話し合

なりました。そしていざ営業へ…午前中営業に

名で、営業経験者のメンバーから様々な意見を

私自身 2 年前にクッキーの委託先拡大で営業

た。お店の方は忙しい様子で結果的には契約で

るきっかけになりました。「残念やった 

しながら、ふっと思い出しました。2 

委託件数が 9件だったことを！まだま 

に視察・営業を重ね、委託先の拡大 

 

決定！ 

 

所職員、 

支援の実際～」 

協会) 

 

ご連絡下さい！ 

 

て雑貨の

も、料理・

行く際の

の中で何

し合いな

合いにな

行く営業

もらいな

に行って

きません
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〈プログラム〉 

  ９：３０  受 付 

 １０：００  開 会 

 １０：１５  上 映(初めて精

起こった実

 １２：１５  昼食休憩 

 １３：３０  講演「世界の精神

           講演：仁木

 １５：３０  閉 会 

前回の LIFEにてお伝えしたよう

委託先開拓視察を行っています。今

雰囲気にこだわっており、ランチを

心構え等について考えました。製造

が合うのか等、営業に持っていく商

がら帰ってきました。 

 結果、1 店舗は私たちが作ってい

り、もう 1 店舗のみの営業決定とな

班 1 名、製造班 1 名、スタッフ 1

がらミーティングを行っています。

以来の久しぶりの営業に緊張しまし

でしたが、たんぽぽを知ってもらえ

な～」「まぁ～仕方がないわ」と話

年前の営業の際にも、30件回って

だこれからなんだと、気持ちを新た

に努めていきたいと考えています。

 

業班始動！！ 

    

係職員研修会 開催決

界の精神保健福祉の潮流～ 

１６日(水) １０：００～１５：４５ 

ンター(まなびランド)４F講座室１ 

４ 丸亀市大手町２丁目１―２０ 

－２３－１０９１(代) 

ター職員、障害福祉サービス事業所職員、 

関係者、精神科医療機関職員、相談支援事業

係者 他(順不同) 

A(サヤ) 

神科病院をなくした国、イタリアで 

話を基に映画化！) 

保健福祉の潮流～先進諸国における精神障害者

 美知子氏(NPO法人精神保健福祉交流促進

詳細については、チラシ、またたんぽぽまでご

に、販売班の中の営業班 2 名、製造班5名に

回は 2件の視察にでかけています。2 店舗とも

食べながら販売班は…お店の人の様子や営業に

班は…お店の雰囲気と自分達が作っている雑貨

品のことを考え、帰りの車内で感じたことを話

る雑貨とお店の雰囲気が合わないという話し合

なりました。そしていざ営業へ…午前中営業に

名で、営業経験者のメンバーから様々な意見を

私自身 2 年前にクッキーの委託先拡大で営業

た。お店の方は忙しい様子で結果的には契約で

るきっかけになりました。「残念やった 

しながら、ふっと思い出しました。2 

委託件数が 9件だったことを！まだま 

に視察・営業を重ね、委託先の拡大 

 

決定！ 

 

所職員、 

支援の実際～」 

協会) 

 

ご連絡下さい！ 

 

て雑貨の

も、料理・

行く際の

の中で何

し合いな

合いにな

行く営業

もらいな

に行って

きません

 


