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「 語る、創る、暮らす・・・ハタ楽。」

・パイ焼き窯／はるの樹 ・パイ焼き茶房

「語る」「創る」「暮らす」を基本に
・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ はるの邑／とどろきの杜
私達は、働く事を通じて自己の誇りと自分らしい人生を取り戻し、 ・しごとも
・指定特定相談 はるの相談室
周囲の人と共に楽しく生きる事を実践し,
障害の有無を越えて生きる楽しさを共有できる社会や地域づくりを目指します。

今年度パイ焼き窯では工賃アップを目指した世田谷区のコンサルタント派遣等事業に取り組んでおります。定期的にコンサルタント
との打ち合わせや勉強会を行い、経営視点をベースに現状分析や売上アップに向けた具体的な取り組みの企画・立案をしていま
す。皆さんにとって働きやすい環境が大前提のうえで、売上アップを図り一人ひとりの工賃向上につながっていくよう各班で試行錯誤
中です。お菓子のご購入はもちろん、昼食のご利用やお弁当のご注文、清掃のご依頼、手工芸作品のご購入等よろしくお願い申
し上げます。
もう一方で、一般就労へ向けての取り組みも昨年同様に、個々の状況に応じながら力を入れていきたいと考えています。
今年度も複数名の方が一般就労に移行し、かつ継続していけるように、日々の作業訓練とプログラムを大切にしていきます。
働く上での楽しみも欠かせません。毎月のバースデーはお祝いする方も、される方もお互いにパワーをもらえる大切な時間です。
今年度のパイ焼き旅行はトリ年だけに、温泉へ日ごろの疲れをトリに行きたいと思います。みんなで温泉と料理と観光で英気を養い
ます。

パイ焼き窯 ／ 管理者 青山 貴

今年４月に還暦を迎えた私は、パイ焼き茶房の管理者に就任して、１年８ヶ月になります。月日の経過があまりにも早く、年齢を忘
れてしまいそうです。日々の管理業務に加え、めまぐるしく変化する法律や制度の情報収集と理解することにも時間を取られています。
この管理者挨拶では、パイ焼き茶房の近況をお知らせしたいと思います。
先ずは、方向性についてです。２０１６年度から取り組み出した、「利用者が主体となる店舗及び分室の運営」は、少しずつです
が、成果を上げています。利用者は、作業にも積極的に取り組んでおり、技術も日進月歩で向上しています。このため職員も自己研
鑽をしながら、一緒に向上しています。２０１８年度には、店舗の厨房拡張改修を考えており、調理をしたいと思う分室利用者も店
舗で作業ができたり、ランチなどの提供時間を短縮し、お客様のニーズにお応えしたり出来る厨房の充実にも取り組んでいくことを計画
しています。最近は、夕方から店舗の貸し切りで、小パーティーのご利用が評判になっており、今後の売上拡大に繋がると期待していま
す。茶房店舗の向かい側に新しくできた「惣菜とケーキのお店」が、オープンすることで大打撃を受けるのではないかと心配していました
が、大きな影響は出ていないのが現状で、地域の皆さまがホットしていただけるスペースの役割としての貢献が出来ています。
次に、今年１月から取り組んでいる工賃評価表のことです。工賃評価表は、今まで見えにくかった各作業の項目を細かく表しました。
旧評価表は、内容が丸め込まれていたため作業の確認をしようとしても詳細ややるべき内容が見えませんでした。新工賃評価表は、
作業が出来ているか出来ていないかだけではなく、作業がどこまで出来ているのかも確認出来る様にしていることも大きな特徴でもあり
ます。この評価表については、４月から利用者へ内容を説明し、新評価表による工賃支給は７月分の支給からにしました。新評価
表で工賃が上った利用者は、評価通りの支給になりますが、下がってしまった利用者には、６月まで支給していた額を保証し、２０１
８年４月までに評価のポイントを上げて頂く期間を設けました。内容を確認することで、どうするとポイントが上がるかだけではなく、それ
ぞれの作業を理解できる内容であり、技術力向上にも役立てて頂ければ良いと思っています。
最後に、パイ焼き茶房は職員の入れ替わりが頻繁であると、時々利用者から訴えられます。この数年間にも数名の職員の入れ替わり
がありました。支援をすることは、先ず信頼関係の構築が大切です。利用者が、安定通所するためにも、職員が楽しく業務が続けられ
る環境が必要で、職員の働く環境整備にも力を入れて行きます。
＜２０１７年９月１日現在の利用登録者情報＞
利用契約者数

店舗１７名 分室１６名

利用区民率

店舗 世田谷区民 １１名 ／ 他市区町村 ６名
分室 世田谷区民

合計３３名（９月中開始に２名利用契約済）

９名 ／ 他市区町村 ７名

パイ焼茶房 ／ 管理者 鹿島 法博

パイ焼き窯

各班より

菓子班
今年度は新たに製造職員を迎え、技術・生産力の向上を目指して取り組んでいきます。作業では「キレイに仕事をする」を意識し
て、次に使用する人が気持ちよくスムーズに作業ができるように使用した作業台や器具類をキレイにして次の作業に入ることを心がけて
います。基本的なことですが、衛生面の認識化や周囲とのより良い関係性に繋がり、結果的に生産力向上にも繋がると考えています。
閑散期に入る夏は、各自が新しいことに挑戦できる時期でもあります。その一つとして今年度も利用者によるバースデーケーキ作りを
企画・実施しました。今回はロールケーキでした。新商品としてお客様に提供することもあるかもしれませんので、どうぞお楽しみに♪

調理班
毎日の昼食づくり、玉川支所へのお弁当配達、イブニングケア、他関連機関や法人内外からご注文をいただくケータリング作業などす
べての作業においてチームワークが必要不可欠な調理班。みなさんから寄せられる給食アンケートの「おいしかった！」「自宅でも作って
みたい」「給食が楽しみで毎日通所できるようになった」等の声は調理班にとって、とても励みになります。利用者間での意見交換や作
業を通じてのコミュニケーション力ＵＰ、相手に伝える力、相手の話を聞く力などを身につけながら作業を進めていきます。今後の目標と
して、世田谷産の食材を使用した給食づくりや、丹精込めて作ったお弁当やお惣菜を多くの方に販売していけるように環境整備に取り
組んでいきます。

清掃班
公園、ビル、マンション、窓清掃、ハウスクリーニングなどなど…多種多様な外勤先は、清掃班にとって大きなモチベーションとなり、工
賃へと繋がっていきます。外勤先では、各々が培った技術を存分に発揮して街中を綺麗にしています。そして今年度も新しい外勤先が
加わりました。玉川消防署の定期清掃で、しごともとの共同請負作業です。窯の清掃班は＜新町、奥沢、用賀＞３つの出張所を請
け負っており、月 1 回土曜日の早朝から夕方までの現場にもかかわらず、みんなで楽しく汗を流しています。もう一つは月２回の駐車場
清掃で、駐車場内の除草作業や駐輪場の手入れなどです。パイ焼き窯・清掃班ならではの、丁寧で安心な清掃を心掛けながら、今
日も元気にいってきます！

分室・はるの樹
はるの樹は、今年度より職員が代わって新体制になりました。また、新しいメンバーも増え、日々楽しく過ごしています。毎年恒例、パ
イ焼き窯屋上での畑作業は、木村ぶどう園さんにご指導頂きながら、皆で、きゅうり、なす、トマトを育てています。今年もおいしく新鮮な
野菜がとれ窯の玄関で販売しています。作業では、パソコン入力、羊毛フェルト商品作りに加えて、ビースアクセサリー作りにも力を入れ
ています。おしゃれで素敵なアクセサリーが続々と完成しています！健康プログラムは運動プログラムを充実させ、日頃の運動不足解消
をはかり、また、ピア活動も今まで以上に力を入れて、メンバー主体のプログラムを増やして行きたいと思っています。

就労支援

「一般就労に向けた支援」

昨年度、４名の方が一般就労へ移行しました。振り返ってみて、一般就労へ向けて最も大事なことは「体調の安定」だと感じていま
す。そして、就職活動に絞って言えば、①ハローワークなど関係機関と密につながる！②職場体験実習に挑戦する！③企業見学や研
修の機会をうまく活用する！ことだと思います。今年度もこれらに継続して取り組み、地域の職業センターなど関係機関の活用、支援
員のスキルの向上なども進め、就労を目指す方が安心して就活できるよう、「パイ焼き窯の就労支援力」を高めていきたいと思います。
一般就労はゴールではなく、将来へのステップの一つです。そのステップを踏んでいくためのお手伝い～就労後の定着支援にも取り組
んでいきます。

パイ焼き茶房

から

パイ焼き茶房の利用希望者には、まず分室作業から行って頂きます。分室から店舗へ移行を希望される利用者は、分室作業を行いな
がら店舗で提供されるランチやお菓子の知識を取得して頂くと共に、接客講習会やドリンク（飲み物）講習会を積み重ねて頂きます。店
舗をご利用頂くお客様へランチやお菓子の内容説明が出来るようになります。２０１９年度から利用者が主体になれる、店舗及び分室
運営の取り組み開始から２年目に入りました。職員は、利用者が出来る作業の確実性向上と不得意な作業へ挑戦できる環境の提供に
心がけています。勿論職員も日々精進と研鑽に取り組んでいます。利用者が主体であることは、決して職員が関わりを少なくする事ではな
く、利用者が作業に集中でき、少しでも多くの時間の作業が出来るよう応援をすることと作業から仕事への意識改革を持って頂けるようにす
ることが、職員の関わり方になってきます。パイ焼き茶房は、「町の中のオアシスとして地域の方々に愛され、結果として利益が上がり工賃へ
反映していく」ことを目標としています。利益を追求することも大切ですが、パイ焼き茶房に来店されたお客様から“居心地が良かった。また
来るね。”と言って頂くことで、地域に根差したオアシス一番店を目指します。この一番店にお越しいただけるように、４月から大井町線の車
両に広告を出しています。大井町線は３３本あり、６両及び５両編成内に必ず１枚か２枚の広告が張られています。大井町線をご利
用の際は、是非探して見て下さい。時々ですが、“見かけましたよ”と言って頂けています。目印は、一番人気のアップルパイが大きく出ている
ことです。
＜店舗の取り組み＞
店舗の作業は、大きく接客・ドリンク（飲み物）・厨房の仕事に分かれていますが、これ以外にも沢山の作業があります。利用者の作
業時間も、朝９時半から夜８時頃までです。３シフトに分けて作業を行っており、利用者の中には、１シフトと２シフトや２シフトと３シ
フトを続けることで、月１２０時間以上働いている方もいらっしゃいます。開店の清掃やケーキセットなどの開店作業から閉店のレジ締め
などの作業もおこなっています。
＜分室の取り組み＞
分室では、買い物・調理・納品されたお菓子の受け入れ確認・大量ギフト作成・会計入力・店舗作業の補助などの作業を行っていま
す。午前は主に利用者と職員の昼食作り、午後は店舗提供食などの仕込み・ケータリング作成などを行っています。昼食作りは、大切な
仕事であるとともに調理の基礎を学ぶ場にもなっています。
＜その他の取り組みの紹介＞
① 月一回の利用者と職員合同のミーティングの司会を利用者が行っています。職員と事前打ち合わせを行い、当日を迎えます。話す
スピード・声の大きさ・内容を変更するときのタイミング・メモを取る他者の確認など、多くのことに気付きながら発表をすることで、伝え
ることの難しさを知ることと向上になっています。
② 法人が大切にしている、障害者運動への取り組みも欠かせません。運動に参加する意義と意味を理解することで生活が変化するこ
とを知って頂きます。今年も、皆さまから頂いた国会請願署名は、近年１００万筆（きょうされん集約）を超えており、応援の声
が沢山届いています。この１００万筆を国政へ届けるために、毎年利用者と国会の議員会館へ訪問し、直接議員へ届けています。
今年も皆さまからの請願署名を携え、利用者自身の声で意見や要望を訴えてきました。このことで、自身の保障を勝ち取ることに
繋がっていることを知って頂きたいと思っています。このような運動をしても変わっていないと言われることもありますが、悪くならないよう
にくい止めていることにも目を向ける必要があります。国は、財政難と言い社会保障費をどんどんカットしようとしています。これは、障
害のある人の生活に直結した内容であることも知って頂きたいと思います
③ 販売会への参加も大切な作業の一つです。ただ単に売上向上のためだけではなく、お客様と会話をすることでコミュニケーション力の
向上になっています。販売へ参加後は、自身の感想やお買い求めいただいたお客様からの要望などを月に一回のミーティングで、他
利用者へ伝えて頂いています。必要情報を言葉にして、伝わったことを確認する作業があることも大切なことです。
④ 今話題になっている「サンシャイン水族館」へ、８月２７日（日）にレクで行ってきました。この企画を考えてくれたのも、利用者と
職員で構成するレク委員会です。委員会は、昨年同様に年間計画（主に、日帰り旅行・一泊旅行・忘年会・など）や実行と反
省会を行います。そして、次の委員へ引き継ぐのも大切な役割となっています。
⑤ ２０１６年度の職員配置は、基本的に店舗と分室に分かれていました。今年度からは、全職員（基本は常勤のみ）が、全利
用者と関われるように予定しています。現段階では、異動してきた職員や入職した職員も居るため、業務がしっかり廻ることを優先
しています。後期からは、全利用者と全職員が関わりを持てるような体制にすることで、「人はそれぞれであり、意見や思いが違って
いて当たり前」の中で、自身の立ち位置や思いの伝え方の学習になっていければ良いと思っています。

管理者になり４年目となりました。
１年目、仕事に追われ、右も左もわからないままに終わり。
２年目、流れは分かりつつも、一つ一つに目を奪われ全体が見えず。
３年目、全体を眺めながら、流れに身を任せ。
思い返せば、あっという間に４年目となりました。ようやく舵の切り方を少しずつではありますが、覚えてきたように思います。
昨年１年を振り返ってみますと、事業所としても安定してきたのか、過去最高の収益を残すことが出来ました。少しですが、今
後の不測の事態のための積立にお金を回すことが出来ました。
就労継続支援Ａ型事業は、福祉サービスであると同時に就労の場でもあり、労働関連の法規を守らねばなりません。利用者
（労働者）からは良い面が多くありますが、事業者（使用者）からすれば不利なことも多いので企業からすれば当たり前のこ
とでも、支援との２足のわらじは、なかなかに大変なものがあると思っています。
「これやっておいてくださいね。」って仕事では当たり前のことで、企業では労働者に対して特別な準備もいりません。しかし福祉
サービスとなれば、その人に仕事を合わせていかなければならず、まるで仕事全体を人というパズルを組むようにして組み立ててい
きます。仕事だから無理になることもありますが、支援者という職員が居て相談でき、その人に合わせた道具を用意でき、企業に
できない配慮をすることが出来るのがＡ型の強みだと思っています。よりみんなが働きやすい職場になるように頑張っていきたいと
思っています。

しごとも

紹介

しごとも 管理者 ／ 臼井 崇晃

約１年振りのパイ焼き通信での事業所の紹介となります。 皆様、お久しぶりです。
法人はるの中での、しごともの立ち位置は「ディーセント・ワーク」な事業所。
ディーセント・ワークっていうのは「働きがいのある人間らしい仕事」。
最低賃金が保障されるだけでなく、労働者としての権利が保障され、且つ仕事にやりがいのあるのもでなければいけない。
今年度 4 月から玉川消防署の定期清掃の仕事が新しく始まりました。
代田区民センターの公共の施設の定期清掃も継続して行なっていますが、現場が変わればやり方を変わり、工夫も必要になります。
どうすれば効率的にキレイに仕上がるか。自分で考えて行動することが求められます。
この「自分で考える、行動していくこと」が自分の成長に繋がっていきます。言われたことを言われた通りに仕上げていくことも大変ですが、それ
以上に自分で考えて、行動することは難しいし勇気がいることだと思います。
6 月に今年度も賞与を支給することが出来ました。しごともとしては過去最高の額になります。みんなで働いたからこそのボーナス。
臨時収入をみなさん思い思いに活用されたようです。
8 月 28 日に、レクリエーションで屋形船に乗ってきました。お台場の夜景を船から眺める。デッキの風も心地よく、参加したみんなもなかなか
楽しめたようでした。屋形船に初めて乗った人も多かったようですが、人には苦手が沢山あって、今回屋形船でも船酔い、人見知り、乗った
ら降りられない不安、そもそも乗り場までたどり着けるのか等々、いろいろとありました。嫌だイヤだと避ける技術も大事なのかもしれませんが、
挑戦していくことも新しい発見が出来て楽しいものです。
今年度４月から企業就職された方が２名。代わりに新たな仲間も３名増えましたが、これからも「ともに目指す豊かな生活」を実現してい
きたいと思います。

ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）実現への取組
ディーセント・ワークの実現は、(1)雇用の促進、(2)社会的保護の方策の展開及び強化、(3)社会対話の促進、(4)
労働における基本的原則及び権利の尊重、促進及び実現の４つの戦略的目標を通して実現されると位置付けられて
いる。男女平等及び非差別は、これらの目標において横断的な課題とされている。
（参照：
「公正なグローバル化のための社会正義に関するＩＬＯ宣言」
（２００８年６月第９７回ＩＬＯ総会））

グループホーム はるの邑 から
４月グループホームも人事異動により、入職以来長きに渡り世話人として支援を行ってくれた石切山さんが茶房に異動し、新たに茶房より八田さん
を迎え、新鮮な気持ちで新年度が始まりました。八田さんには唯一の男性支援者という強みを活かして支援にあたってもらいたいと思っています。活躍
を期待しています。またこの５月には利用期限の３年間を過ごし終え退居して行く方、そして新たに３年後の一人暮らしを目指して入居されて来た方
がいらっしゃいました。お二人とも自身の望む暮らしを目指して一歩踏み出されました。
職員みんなで見守り、応援したいと思います。今年度は第三ユニット増設の準備、退居者による「成功体験を語る会」の実施、利用者による実行委
員会形式でのレクリエーション開催を行っていきます。どうぞ宜しくお願いします。
グループホームはるの 邑管理者 ／小松原真奈美
４月に、パイ焼き茶房から異動してまいりました。
わからないこと、戸惑うことばかりですが、
ひとつひとつ学んでいきたいと思っています。
宜しくお願い致します。

八田晋一郎
今年度も、利用者が動物と触れ合う、アニマルセラピー
を行います！！その一環として、６月のとある日、はるの邑に
名誉非常勤のモグワイさんと天丸さんがやってきました！！

はるの相談室から
こんにちは。はるの相談室です。
相談室では働くみなさんの日々の健康や仕事、余暇の充実を応援しています。仕事・余暇・家庭生活のバランスはとれていますか？これからの季節
は地域のお祭りやイベントが目白押しです。多いに楽しんで、ストレス解消！上手にリフレッシュしたいものです。
相談室では毎年みんなでで気軽に参加できる

はるカフェ

を開催しています。今年は

デザートブッフェ

をやります！窯パティシエの手作

りケーキをほおばりながら、初めての人もベテランの人もワイワイ楽しい時間を過ごしませんか？（スイーツ以外にも軽食をご用意します。）

どなたでも歓迎です。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています！
日 時 ：10 月 13 日(金) 16:00~18：00
参加費：５００円

場 所：パイ焼き窯 2 階ラウンジ

（デザートブッフェ、ドリンクバー、軽食込み）

後日、参加者募集のチラシを配布いたします。
はるの相談室 管理者 西谷 久美子
須ケ間 佳代子

新人紹介
パイ焼き窯／齋藤有希夫①（好きな事）釣り・ジョギング・テニス・サッカー・ゴルフ・お酒・旅行・絵・マンガ・ゲームなど
②（好きな言葉）「つまづいたっていいじゃないか、にんげんだもの。」③（ひとこと）今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろし
くお願い申し上げます

はるの相談室／須ケ間佳代子①（好きな事）ガーデニング、ヨガ、散歩 ②（好きな言葉）一期一会 ／すべて
の出会いに感謝して毎日を大切に過ごす・・理想です。③（ひとこと）はじめまして。相談室の須ヶ間（すがま）と申しま
す。メンバーさんのお仕事や生活をバックアップできるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

パイ焼き茶房／佐田友子①（好きな事）フラ 体を動かすこと スポーツ観戦 読書 音楽鑑賞 ②（好きな言
葉）なんくるないさー③（ひとこと）昔から、パイ焼き窯のお菓子と、パイ焼き茶房のファンでした。今ここでお仕事を
させていただけること、ちょっと不思議で、とても幸せです。どうぞよろしくお願いします。

パイ焼き茶房／宮本理恵子①（好きな事）食べること、お菓子作り、ぼーっとすること、ベリーダンス、登山 ②（好
きな言葉）腹をくくる③（ひとこと）はじめまして。パイ焼き茶房の宮本と申します。これまでの経験で活かせるものは
活かし、素直に謙虚に学ばせていただく姿勢を忘れず、メンバーさんの「働く」を応援できるように頑張りますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

しごとも／高橋仁美①（好きな事）11 年前から、習い事でジャズボーカルをやっています。 ②（好きな言葉）タ
レントの森脇健児さんが話しておられた「仕事の姿勢は素直！謙虚！元気や！」という言葉を心構えにし
ております。③（ひとこと）2 年前に実習でお世話になった法人に採用して頂き、本当に感謝しております。

社会福祉法人はるへのご寄附をお願いいたします
社会就労センターパイ焼き窯
パイ焼き窯分室はるの樹
パイ焼き茶房・パイ焼茶房分室

し ご と も
グループホームはるの邑
はるの相談室

一人一人が自分らしい自立に向かって頑張っています。

事業の運営そして新たな支援サービスを充実させるために皆様のご支援を心からお願い申し上げます。

ご寄 附 ありがとうございました。
●2016 年度ご寄附総額

７，４９６，８１３円（2016 年４月～2017 年３月）

当方人が行う社会福祉事業のための寄付金は
所得税法第 78 条第２項第３号、法人税法第 37 条第１項及び第４項に該当します。
※寄付をした個人は確定申告によって一定の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。
※寄付をした法人は、確定申告によって、一定の限度内で法人税法上損金参入ができます。

〔ご寄付の方法〕
（お振込先）郵便振替 口座番号００１８０-３-１５２６２８ 口座名義：社会福祉法人はる
※払込取扱票をご希望の方は下記事務局までご連絡いただけます様お願い申し上げます。
お問い合わせ先：社会福祉法人はる 本部事務局 Tel 03-6411-6323 Fax 03-6411-6307

