
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会よりお知らせ 

    たんぽぽのスローガン「誰もが自

から自分で切り開きたい・・・それ

できるように、キッズショップ POP

、冒頭でご紹介したように、新たな

の販路拡大、ホームページ、機関誌

ます。地域の中で自分の人生を主役

であると思います！たんぽぽの活動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊引き続き、賛助会への入会を募集

○ご入会の特典・・・・「たんぽぽ通

  

 

 

 

 

 

 

    

                                                                

 夏真っ盛り・・・とにかく「暑

「生きる」ということをよく考え

あります。でも、人は生きたい！

強い力を感じます。私た

う   うサポートできればと思

ると  るということは素敵なこ

ありがとうメッセージ 

・ 農家の皆様より新鮮な野菜を

「新鮮で美味しい」と評判で

・ 野菜を販売するための棚を組

す。野菜がたくさん販売でき

たんぽぽ掲示板 

・ 毎月第３土曜日にクラブハウ

たんぽぽまでお問い合わせ下

・ たんぽぽではホームページを

ぜひ見てくださいね！ 

赤崎すみ子 朝田進 天野勲 

川上康夫 菅美枝子 塩田京

前田孝子 前田善晴 丸尾幸

社会福祉法人萬象園    

 

編集後記 

分の人生の主役をおくることができるように」！

は誰もが思うことだと思います。私たちは、そ

PO、駄菓子屋たんぽぽ等様々な活動を行ってい

挑戦に向けて準備をしています！たんぽぽでの

等、賛助会員の皆様とたんぽぽとの接点が増え

として送るために近くでサポートを行えるのは

にご賛同いただいた皆様、ありがとうございま

しています！詳細については、たんぽぽまでご

信」及び研修事業等の情報をお届けします。 

                                    

い！」皆さんは熱中症対策、夏バテ対策を行っ

ます。生きていくということは本当に苦しく、

と思います。ごく自然な発想かもしれませんが

ち支援者はその強い力をさらに強く、その人ら

います。当たり前のように生きて生活していま

とですね。 

仕入れ、販売することができています！お客さ

す。いつも、ありがとうございます！ 

み立てていただき、ありがとうございます！と

ればと思います。 

スを行っています。次回は 8/18 日に行います

さい。 

開設しています。たんぽぽの最新の情報を掲載

 

 

池畑キヨミ 泉川妙子 大路健 大橋勝 大矢

京子 嶋田留美子 西山圭子 端山道夫 平田武

幸雄 溝口三千子 三井孝子 宮武恒美 杜塚康

                     

  
Thank you 

 

 

！自分の人生なんだ 

のような生活を実現 

ます。また今年度は 

店舗営業、クッキー 

たことを嬉しく思い 

、地域で住む私たち 

した！ 

連絡下さい！ 

     

    

      

 

 

    

ていますか？私は最近 

大変なこともたくさん

、とても大きな決断で 

しい生き方ができるよ

すが、実はとても生き

んには、 

とてもおしゃれな棚で

。詳細については、 

していますので、 

照子 大山美紀代 

武 古川千代亀 

康矩 横井悦子 

  (敬称略) 

 

 

           

               

                       

                                       

                     

                 

 LLLL    iiii    ffff    

地域

  

厳しい暑さが続いていますが、皆様はい

５月半ばより下請けの作業が終焉し、

トし３ヶ月目に入りました。野菜の仕入

えがあってこそと、深く感謝申し上げる

製造班では①クッキー・ラングドシャ

また、販売班では①野菜等の販売②委託

各班の方々にインタビューを通してして

を持って活動しています。まだまだ改善

コよくも感じました。そして、たんぽぽ

については、たんぽぽと地域、たんぽぽ

ということを、活動を通して考える機会

から、自主製品や野菜等の販売を中心と

多くなったことが挙げられます。また、

カ所でしたが、今では９カ所まで増やす

接お店に交渉に行き、お店の方の反応等

くさんの意見をお店の方より頂きました

にあたり基本的なことかもしれませんが

うこと、知ってもらうためには私たちか

ました。 

 たんぽぽの未来を考えるために日々検

な出来事１つ１つはきっとたんぽぽとし

らない大切なことであると思います。上

士としての業務等基本的なことは分かっ

て理解できるものもたくさんあります。

は「地域であること」、またなぜ地域で

地域で在りつづけたいと思います。 
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との繋がり 

精神保健福祉士

いかがお過ごしでしょうか？ 

、製造班・販売班にわかれ、新しい体制での活

入やクッキーの委託等ご協力くださっている皆

る次第です。 

ャの製造、②手作り雑貨(手芸)の製造を行ってい

託先拡大における営業・配達を行っています。

て想ったことですが、皆さん仕事に対するこだ

善も必要とされますが、こだわりや目標は頼も

ぽとしてのこだわりである『地域との繋がり・

ぽと地域住民の皆様との繋がりを、今強く必要

会が増えました。その理由として、下請け作業

とした活動に移行することによって、外部との

、クッキーの委託販売についても、以前までは

すことができました。この委託先を増やすため

等を窺うことができます。営業には３０カ所程

た。今回の委託先の拡大のための営業、野菜の

が、地域との繋がりは待っているだけでは繋が

からのアクションが必要不可欠であるというこ

検討して、思うように進まないこともあります

しても私自身としても向き合ったり、乗り越え

上記にもありましたが、たんぽぽでの活動、精

っているつもりになっていますが、行動に起こ

。たんぽぽとして、私自身大切にしている、私

なければならないのかをしっかりと持ち、今後
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 奥原 茜 

動がスター

様のお力添

ます。 

次ページの

わりや目標

しく、カッ

かかわり』

としている

を行う仕事

かかわりが

委託先が１

の営業は直

訪問し、た

販売を行う

れないとい

とを実感し

。そのよう

なければな

神保健福祉

してはじめ

たちの拠点

も私たちは



製造
  

通信冒頭でご報告しました５月から

そこからメンバーの必要としている

窺えています。では、ご紹介してい

 

 

 

             製造班

            一週間の中

            金曜日でク

  分の予定の間に時間を作り行って

  悪戦苦闘したり沢山のクッキーを

  分たちで考え自分たちが作った物

売班としてのこだわり等個々の中

   また今後においては、子供の遊

お客さんの表情を想い描きながら

てくれました！ 

  ――――インタビューをインタビューをインタビューをインタビューを終終終終えてえてえてえて――――    

   製造班では「一人じゃない、皆

一人一人の想いが製造班の強い結

と感じました。 

 

 

 

 

   販売班の野菜の販売は毎日の仕

  を行って、駄菓子屋前にて販売し

  楽しいとの回答でした。その理由

  さんとの関わりや、地域の人と色

  た。皆さん「地域の人との繋がり

   また、クッキーの販路拡大のた

  緊張したけど、もっと開拓してい

  た・断られた等様々な出来事があ

れて、私たちのことを偏見してい

に向けた広報等たんぽぽの情報を

            ――――インタインタインタインタ

委託先で

            とを知らず

            ているクッ

            私たちのク

            が感じられ

                 

                

 

野菜 ＆ 販売 

 

班 ＆ 販売班 

の活動の変更について、メンバーにインタビュ

ものや今後検討していかなくてはならないもの

きたいと思います。 

は主に、クッキー等の製造・手作り雑貨の製造を

で月・火曜日でクッキー焼き、水曜日隔週でラン

ッキー練りの作業を行っています。手作り雑貨は

います。５月からの変更に伴い製造のみの活動と

作ることの大変さもありますが、１つの物を集中

を販売するということ、作っているものが完成し

で様々な達成感や高いモチベーションを持ち行っ

遊べるおもちゃ等、お客さんの立場になって、 

販売班で協力しながら作っていきたいと語っ 

皆で行っている」と話してくれたように、 

束力を作っているのだ 

仕事です。朝から野菜の仕分けや値付け等 

ています。野菜の販売について、皆さん 

について尋ねると、販売者としてのお客 

々な話をすることが楽しいとのことでし 

・関わり」が今後大切であると話してくれました

めメンバー３名、スタッフ１名で営業にも行って

きたいとのことでした。また、営業に行くことで

あり、その度想うところも沢山ありますが、中に

ないことが嬉しかった」という意見もありました

発信していくことが必要であると意気込みを話し

ビューをビューをビューをビューを終終終終えてえてえてえて―――― 

クッキーを購入して下さった方が、たんぽぽのク

に駄菓子屋のお客さんとして来てくれた際に、た

ッキーということを知った・・・という出来事が

クッキーがどのように地域の方の手元に渡り、そ

れるということはとても嬉しいことです。語って

 とても嬉しそうでした。 

            

Cookie 

 

ューしてみました。 

のと、様々な様子が 

担当しています。 

ングドシャ、木・ 

は時間は、皆さん自 

となり、雑貨作りに 

中して作ること、自 

した時の嬉しさ、販 

っているようです。 

た。 

ています。営業は 

で、契約先が増え 

は「許可をしてく 

た。今後は、外部 

してくれました！ 

クッキーであるこ 

たんぽぽで製造し 

あったようです。 

こから繋がる輪 

くれたメンバーは       

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

    

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 ＆＆＆＆ 手芸 

 

 

             毎年８月に、天満

            います。私たちたん

            しました。今年は、

の辛子漬けの販売、

菓子屋を開店しまし

りはゆっくりと地域

            とても良い時間とな

す。 

             毎年のお祭りの参

            何かよくわかりませ

            した！今後、たんぽ

            ます！！ 

             先日、施設内研修

間で話し合いました。毎年、火事・災害

たのですが、緊急時への対応として研修

             研修の内容として

マッサージ・人口呼

メンバー、スタッフ

認しておかなければ

とができました。そ

一番は自分の身は自

かの命を助ける立場

て行えるようにした

    毎年恒例の日帰り旅行！今年は淡路島

候補として、広島県・岡山県・大阪府・

   観光や遊べる時間がほしいとのことで、

    今回のスケジュールは、イングランド

   てジェルキャンドル作りと体験を満喫し

   るため、皆さん実費です。そのため 1 年

   日からの仕事への活力となっているよう

や支援というかかわりが多くなりがちで

   時間もとても大切であり、今後も行って

  

 

たんぽぽでの出来事その 3～日帰り

たんぽぽでの出来事その 1～天満神

～パン作り～ 

7 
２０ (金) 

 

神社の夏祭りを行って 

ぽぽは、そのお祭りに参加  

神社内でスーパーボール・ヨーヨー釣り、クッ

たんぽぽでは野菜の販売、フリーマーケット、

た。様々な地域のお祭り等に参加していますが

の方々と話をしたり、たんぽぽを見てもらえる

っています。大人も子供も皆さんたんぽぽに来

加や日々の活動・・・今回のお祭りでは目には

んが・・・「やってて良かったなぁ」と思う瞬

ぽを地域の資源の 1 つとして根付かせていけ

の一環で「緊急時(防災)における対応」につい

時における対応の仕方については訓練や研修を

を行ったのは今回が初めてとなります。 

は、丸亀市消防本部防災課の担当の方に来ても

吸・AED の使い方・その他質問時間を設け行っ

それぞれが一つずつ確認しながら体験し、難し

ば緊急時に対応できないということ等改めて再

の他、熱中症への対応についてもお話しいただ

分で守ることが必要だと思いますが、緊急時に

になるかもしれません。そんな時に今回の研修

いと思います。 

に行ってきました。今年の行き先の 

山口県等案は出ていたのですが、近い場所で長

淡路島に決定しました。 

の丘にてコアラを見たり、パン作り、パルシェ

た旅行となりました。たんぽぽの旅行は積立旅

年に一度の旅行となりますが、リフレッシュし

です。メンバーとスタッフとのかかわりは、日

すが、旅行のように全てを忘れて一緒に楽しむ

いきたいたんぽぽの行事の１つです。 

たんぽぽでの出来事その 2～施設内研

旅行 in 淡路島～ 

社夏祭り～ 

 

 

～昼食～ ～キャンドル作り～ 

８

６ 

ッキー・ナス

、POPO・駄

が、この夏祭

る、 

来て下さいま

は見えない、 

間がありま 

ればと思い 

いてスタッフ

を実施してい

もらい、心臓

っています。

しさや日頃確

確認するこ

いています。

には自分が誰

修を落ち着い

長く沢山 

ェの館に 

旅行であ 

たり、明 

日々仕事 

むという 

 

研修～ 
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