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ヘアエッセンスの試供品作りに

励む仲間たち

せっせとアクリルたわしを編み

込む手芸グループの仲間たち

﹁おはようございま

す﹂−︒午前十時︑き
つつき第三作業所の作
業室に元気いっぱいの

声が響きます︒作業前
の朝の会︒﹁いつも通
り で す﹂ ﹁少 し 眠

い﹂︒仲間たちが︑そ

の日の体調を報告し合

います︒体操をしたあ
と︑作業開始︒

きつつき第三作業所には︑二十九人の仲間

︵利用者︶が登録︒自主製品作りや受注作

業︑リサイクルなど多彩な活動に取り組んで

います︒活動は月−金曜日の午前十時−午後

三時と第一︑第三土曜日の午前十時−午後二

時半︒各種作業に加え︑食事作りを通して仲

間の自立をサポートしています︒

地域交流にも努め︑八月の尾長盆踊り︑地

元の老健施設ニックスの夏祭りにも参加し︑

かき氷や自主製品の販売をしています︒

進めます︒手芸グループ
と試供品作りのグループ
に分かれ︑黙々と手を動
かす仲間たち︒ 屋外で

汁物が一般的︒

す︒主菜と副菜の2品に

などの話題で盛り上がり

ヘアエッセンスの試供品

は︑空き缶やペットボト

がペアを組んで作りま

台紙をテーブルに並べた

て配膳︵はいぜん︶︒思い思

昼食はみんなで協力し

最後に ﹁お疲れさまでし

そのあと全員で掃除し︑

午後三時に作業終了︒
り︑アクリル繊維の糸玉

た﹂ と労をねぎらい合う

のが習慣です︒

や編み針を出したり︒仲
間たちは手際よく準備を

いに箸︷はし︶を運び︑アイ
ドルグループやプロ野球

一目の作業は主に手芸と

ます︒料理は仲間と職員

作り︒試供品の小袋やそ

ルのリサイクル作業も︒

異なりますが︑一般的な

れを貼付するはがき大の

日によって作業内容は

恕作業所の一日

行楽にスポーツに、笑顔が
はじけ、汗がほとばしる。き
ロ
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は、年間を通じてほぼ毎月、

自主行事や各種の行事に参加
しています。そのあらましを

紹介します。

年間行事予苧…

1月 初詣（広島市中区の護国
神社）

2月 広島県障害者卓球大会

（東広島市）

4月 花見（広島市南区の比治
山公園）

区の市森林公園）、ナイ

スハート・ふれあいス
▲ナイスセーブ。あいあいスポーツフェスティバルで

6

月

プロ野球観戦（南区のマ
ツダスタジアム）

7

月

8

月

旅行（神戸市ほか）
尾長盆踊り大会（広島市

東区の尾長公園）、ニッ

クス夏祭り（東区のニッ

ソフトバレーボール競技

区スポーツセンター）

チーム含む︶ が決勝トーナ

二位のうち得点率の高い一

た八チーム ︵予各ブロック

れた予選リーグを勝ち抜い

競技は7ブロックに分か

理休操も楽しみました︒

開︒試合後のコミカルな整

し︑はつらつプレーを展

はじめ二十四チームが出場

た︒きつつき第三作業所を

ポーツセンターでありまし

が九月二十七日︑東区ス

スティバル ︵広島市主催︶

島市あいあいスポーツフェ

る人たちが交流を深める広

を通じて精神障害などのあ

ポーツの広場（広島市東
健闘したきつつき第三作業所チーム

バーベキュー（広島市東
5月

市あいあいスポーツフェスに参加

つつき第三作業所の仲間たち

あいあいスポーツフェス

ティバル（ソフトバレー

ボール競技、広島市東区

スポーツセンター）

フルーツ狩り（三次市の

平田観光農園）

忘年会

にしました

う︒雪辱を誓い︑会場を後

いぶりに参加者は満足そ

の練習の成果を発揮した戦

敗れはしたものの︑日ごろ

がらいったんは逆転する大
健闘︒結局︑十二対十五で

戦︑前半にリードを許しな

ロードと予選三試合日で対

でも︑優勝したモルグン

果たせませんでした︒それ

の決勝トーナメント進出は

選リーグ二勝一敗で︑念願

きつつき第三作業所は予

しました︒

メントに駒を進め︑モルゲ
ンロード ︵安芸区︶ が優勝

クス）

済審
のおつりが出る仕組み︒音

コの歩みのパネル展示や商

の説明を受けたあと︑グリ

れたPR館で︑同社の概要

関西グリコの工場に併設さ

未来センターまでバスで移

と︑海沿いにある人と防災

を歩きながら見物したあ

訪れ︑入居する十一店舗を
巡って土産物の品定め︒洋
風建築が点在する異人館街

見て回りました︒圧巻は一

恒例となったきつつき第三作業所の

地域交流イベント ﹁ほのぼのあけぼの

馬︒温泉にゆったり浸かっ

出し︑ビールやジュースを

品のポッキーの製造工程を

動︒この施設に店舗を構え
る中国料理店﹁新上海﹂ で
昼食を済ませ︑帰路に着く

こ
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当作業所︒

了は早まる場合あり︶︒場所は

があり︑実施されています︒当
日は午前十一時−午後三時 ︵終

じめ地域のボランティアの協力

あけぼの市は︑民生委員をは

してください︒

業所の仲間たちとの協働を体験

体をします︒再利用に向け︑作

汁などを予定︒体験コーナーで
は︑前回に引き続き千羽鶴の解

家の人たちが作った角寿司︑豚

では︑市価よりも安い北広島町
産の新鮮野菜を並べ︑同町の農

このほか定番の販売コーナー

て餅の味を堪能してください︒

いにも入れる予定です︒つきた

るほか︑今回は初登場のぜんざ

は粘り気十分︒その場で販売す

呵成︵いっきかせい︶ につき上
げていきます︒素早く丸めた餅

がわる杵 ︵きね︶ を握り︑一気

ボランティアの人たちが代わる

呼び物の餅つきは︑力自慢の

開催を決めました︒

声映写装置がついており︑

今回も広島市障害者福祉
バスのお世話に︒広島高
速︑山陽自動車道を経由

たあと︑夕食を兼ねた大宴
会︒変装用の小道具も飛び

市﹂︒今年は︑十一月十六日 ︵土︶ の

両目︑出掛けました︒今年の目的

し︑まず到着したのは明石

酌 ︵く︶ み交わしながらカ

目を見張る仲間も︒

地は神戸市︒職員を含め十一人の

市の明石焼工房たこや蛸老
事︒明石焼作りを体験し︑

ラオケを楽しみました︒

宿泊先は︑かんばの宿有

仲間が異人館街を散策し︑有馬温
泉で体を癒し︑名物料理に舌鼓︒
アツアツの明石暁とたこ釜

待望の旅行に七月十八︑十九の

学びのプランも盛り込んだ一泊二

飯を昼食として平らげまし

神戸の旅癒し学ぶ

九三一︵昭和六︶ 年製の同

仲間たち︒帰りの車中では

続いて向かったのは神戸

社のキャラメル自動販売

早くも来年の旅行に思いを

市にあるグリコピア神戸︒

機︒復元品ながら︑今では
珍しい木製で当時使われて

はせる声も聞こえました︒

﹁今度はどこへ行こう﹂ と

いた十銭を投入すると二銭

︒
た

日の旅を満喫しました︒

1

二日目は元小学校を改装
した ﹁北野工房のまち﹂ を

転′苧1

異人館街の散策は異国情緒たっぷり

「あけぼの市」もちつき・野菜市1・・
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温も虹の旦主製品

まめでがんす ︵40堵フ入り2
パック100円︶

す﹂ は︑佐賀県産大

所の ﹁まめでがん

きつつき第三作業

単に紹介します︒

を払う製造過程を簡

度管理に細心の注意

百円︒衛生管理︑温

つ量りながらパック

さらに︑四十五堵フず

豆菌をまぶします︒

ごと打ち上げて︑納

うやく出来上がり︒

度は冷蔵庫へ︒まる

から取り出すと︑今

待つのです︒発酵機

ある納豆菌の増殖を

﹁フクユタ

粒大豆

詰め︒そのあとは︑
発酵機に入れ︑三八
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小80円︶

l

l

l

︵大1 0 0円︑

アクリルたわし

l

一日寝かせると︑よ

まず︑水に浸して
一昼夜寝かせた大豆

■

発酵機に入れ寝かせる

カ﹂ を使った食べ応
えのある安心納豆︒

l T辛に容器に入れる

〜四〇度の状態で約

えんぴつ押しピン（100円）l

を圧力鍋で蒸しま

l

四十堵フ入り二パック

海空∴轍も
￣犠鵬ト ：

二十時間︒善玉菌で

えんぴつマグネット（150円）

す︒次に鍋に蒸し布

■

数字キャンドル（1本80円）

rまめでがんすJ

宅地痔淫≧ 弓別掛瑚観豆

一セットで︑価格は

．∴ヾ
智弘■i

国産大豆100％

きつつき第三作業所の自主製品は、仲間た
ちの地道な努力の結晶です。細かな手作業と

協働による仲間たちの感性が、ほんのりと感
じられる品々です。

■

