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育成会の事業所で

は様々な商品を製

造し販売していま

す。ワークあじさい

では花の苗、さんら

いずは焼き菓子と

さをり織り、陽香里

工房ではボンボン

たわしや革製品、ビ

ーズ製品などを販

売しています。みな

さん、いくつご存知

ですか？ 

P2～5関連記事 

親も障害のある子も高齢化し、80代の親が 50 代の子

どもの介護をするという意味の「8050 問題」につい

て動画を視聴し、話し合いました。P8関連記事あり 

毎年課長会主催で開催されている育成会職員

全体向けと新任向けの職員研修会が今年も開

催されました。      P7 関連記事あり 
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長崎市手をつなぐ育成会の日中事業所では利用者のみなさんが職員さんと共に様々な商品を作って販
売しています。今回はその商品をご紹介します。 

 
 三京町にある就労継続支援 B 型の事業所である
「ワークあじさい」では花の苗を販売しています。年
間約 14,000 ポットを作っているそうです。取材に伺
った 3 月始めはハウスの中は色とりどりの花が満開
でした。4～5 月と 10 月が出荷の最盛期だそうです。 

ワークあじさい 

花の苗・野菜 

今はパンジー、ビオラ、ノースポール、キンセ

ンカ、ムルチコーレ、フェリシアなど色とりど

り。ほとんどの商品は１ポット 50 円で販売さ

れています。ワークあじさいにご注文いただけ

ればどなたでも買うことができます（数によっ

ては配達も可）。三京町の「海と大地のめぐみ」

でも販売されています。 

軍手でポットを

きれいに拭く 
ポットに土を入

れる 

土をふるいにか

ける ポットの土の表

面の苔取り 傷んだ葉や花を

きれいにカット 

畑の草取り 

 

ご注文は 

こちら！ 

ワークあじさい 

８１４-１７７７ 花の苗のほか、イベントなどでは

寄せ植え（注文可）の販売もしてい

ます。ご依頼があれば庭の草取り

や花の移植もするそうです。 

ご依頼があれば季節のお花

をおしゃれなプランターに

寄せ植えしてお届けします。 
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「菓子舎さんらいず」ではクッキー

やマドレーヌなど焼き菓子を販売

しています。最近はパンも焼いて育

成会事業所の給食などに提供もし

ていますが、主力はやはり焼き菓子

です。今は卒園式に合わせた依頼が

多いそうですが、入学式、バレンタ

イン、クリスマスなど季節の行事や

祝い事・仏事の引き出物、部活の卒

業祝いなど、注文に応じた商品も販

売しています。通常はテレビ局、官

公庁、学校などに販売に出向いてい

ますが、コロナ禍となり休止中で

す。またチャレンジドショップはあ

と屋をはじめジョイフルサン・のん

のこ・らんらん市場などでも委託販

売をしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

さんらいず 

菓子舎さんらいず 

焼き菓子・パン 

 就労継続支援 B 型の事業所さんらいずでは「菓子舎さんらいず」、「手
織塾おりおん」が商品の販売をしています。 

マドレーヌ 100 円、フィナンシェ 130 円、クッキー130 円～ 

パウンドケーキ 130 円、詰め合わせ 300 円、500 円などご要望

の金額に応じて袋詰め、箱詰めなどできます。またマドレーヌ

の帯やシールでメッセージを入れることもできます。記念日の 

           贈り物にもぴったりです。 

粉を計量する 

粉を振るう 生地を作る 

生地を絞る（フィナンシェ） 

マドレーヌの帯を

折って手で割く シールを切る 

生地（スノーボール）を 4ｇ

になるようにカットする 

商品の説明のラベルを

張って袋詰めをする 
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 さんらいず 

手織塾おりおん 

さをり織り製品 

 「手織塾おりおん」は桜木町の国立長崎病院内にあるさんらいずの事
業所です。色とりどりのさをり織りで様々な製品を作って販売していま
す。オーダーメイドでご希望の商品を作ってもらうこともできます。 

縦長レッスンバッグ（35×35×8）￥5000 

バッグ大（45×30×12）￥6500 

バッグ中（34×25×10）￥4000 

バッグ小（32×23×10）￥3500 

 

マスクケース￥1100 

マフラー 

￥3000 カードケース￥500 眼鏡ケース￥1300 

ポーチ各種￥1100～ エコバッグ￥900 

                        注文がある場合は利用者さんに

お願いして織ってもらうこともあるそうですが、基本みなさん

が自由に織った布を活かして二人の職員さんが縫製されてい

ます。織り上がった布を洗って糊付けし、乾いたら芯（作るも

のに合わせて芯の厚さが変わる）を貼って、そして縫製となり、

製品が完成します。依頼があれば希望に応じたものを作ってい

ただけます。糸から注文する場合は糸の発注から１か月ほどか

かる場合もありますが、気に入った生地がある場合は１週間程

度で仕上がります。おりおんの商品はチャレンジドショップは

あと屋で販売しています。 

ご注文はこちら！ 

菓子舎さんらいず 

８４３-６２７４ 
手織塾おりおん 

８２６-３５９９ 

はあと屋のオンラインシ

ョップでも注文できます 

 

何色の糸でどんなデザインで織るかは自由 
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 陽香里工房 

ボンボンたわし 

焼き菓子・革製品 

手芸品 

 香焼にある生活介護事業所「陽香里工房」ではお馴染みのボンボン
たわしや革製品に加え、ビーズなどの手芸品、クッキーやチーズケー
キの販売もしています。 陽香里工房と言えば

ボンボンたわし。幾

重にも重なった張り

のある布で汚れを落

としてくれます。お

菓子は月に１回（２

日間）焼くそうで、主

に利用者さんのご家

庭や職員に販売し、

残りは道の駅に卸し

ているそうです。人

気のコットンボール

は中に灯りがともり

おしゃれなインテリ

アにもなります。 

革 製 品 や 手 芸 品 な

ど、たくさんの種類

の製品を作っていま

す。陽香里工房の商

品ははあと屋、みさ

き駅さんわ、伊王島

売店で買うことがで

きます。 

革製品 しおり 

\150 

革製品 根付け 

￥200 

ビーズ製品 

ブレスレット\200～ 

グラスコード\1200 

ごまボーロ\100 

コットンボールライト 

         \500 

手作りふきん\100 

ボンボンたわし 

大 1 個\200 

小 2 個¥300 

チーズケーキ\350 

革を拭いてなめし、

色落ちを防ぎます 
重ねた布に待ち針を打ち、 

真ん中を縫います 

ごまぼうろの生地

作り 一針一針丁寧にふきん

に刺繍をしていきます 

ビーズを糸に通す作業。利

用者に合わせてビーズの大

きさも、さまざま 

ご注文はこちら！ 

 

陽香里工房 

８７１-０１３０ 
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 令和４年３月５日(土) 第１９回育成会職員全体研修会が開催されました。昨年の研修テーマ「ハラ

スメントについて」を受け、職員の意識や実態把握のため職員を対象として今年度実施した「ハラスメン

トに関するアンケート」の調査報告と、数あるハラスメントの種類の中から「カスタマーハラスメント」

について、法人顧問弁護士山本真邦氏に講話をお願いしました。 

調査報告では皆さんの様々な思いが寄せられ、受け手側を基準として

解決に取り組むことの必要性や、法人内に設置しているハラスメント相

談窓口について、さんらいず山田順子施設長より相談から解決に至るま

での流れを説明していただきました。 

  

 

「カスタマーハラスメント」ついての講話では、職員自身

もあまり聞きなれない内容でもあり、基礎知識や対応手順

などを分かりやすく説明していただき、「一人で抱え込ま

ずに事業所のみんなで知恵を出していくことが大切」など

職員も熱心に耳を傾けていました。 

 社会的にハラスメントは課題になっていることは確か

ですが、正しく理解を深めて今以上に風通しのよい職場つ

くりを目指していきたいと思います。 

 令和４年３月１９日(土) 令和３年度中途採用の職員

と令和４年４月より採用の職員を対象に新任職員研修会

を開催しました。谷理事長より育成会の歴史や第４次５か

年計画についての説明、担当者から行動規範、ビジネスマ

ナーハンドブック他など、約３時間の短い時間の中に、盛

りだくさんの内容での研修会となりました。また、よかよ

か隊における疑似体験や先輩支援員から福祉職の楽しさ

や厳しさなどの体験談などを語ってもらいました。 

参加者からは「育成会の歴史について知ることができた」、よかよか隊の疑似体験では「こんな風なや

りづらさがあることを知ることができて良かった」「（行動規範の）言葉ひとつ一つに意味があることが

知れてよかった」「これから育成会の一員と頑張っていきたい」などの感想がありました。 

皆さんとても集中されて聞き入っているようで、福祉に関わる仲間として、今後への期待と心強さを感

じた研修会でした。                        支援課長会 統括 蛭子淳次 

今年度も密を避けるため、各事業所と大橋

会議室をオンラインで繋いで行われまし

た。      写真は陽香里工房の様子 

大橋会議室より山本弁護士の講話が発信されました 

軍手を着けて指先がうまく使えな

いという疑似体験をするみなさん 
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知的障害理解啓発キャラバン隊「長崎よかよか隊」は令和３年度もコロナ禍に活動を阻まれる１年と
なりました。その中で長崎県作業療法士会様から２月に依頼されていた研修会は、参加者の皆さんと対
面しない完全オンラインの形で開催され、学会の中の一コマ（70 分）を特別企画として時間をいただき
ました。本来は参加者の皆さんに対面で疑似体験をしていただき、知的障害のある人の生きづらさや障
害特性を知っていただくのに、「オンラインでどうやって疑似体験してもらうのか」「どうやってやり
取りするのか」など、数々の悩みと不安がありました。しかし出来るだけ対面で行うプログラムに近い
形を目指し、修正や新たな工夫を加え動画などを作成しました。学会当日は途中で送信が途切れて最後
まで出来なかったらどうしよう、音声の切り替えをスムーズに
できるだろうかなど不安材料を挙げればきりがありませんでし
たが、何とか無事に持ち時間を終了することができました。今
回初めてのオンラインでの啓発活動となりましたが、大変貴重
な経験ができたと思います。コロナ禍の現在、知的障害の理解
を広く社会に啓発するための活動を実施するのに困難な時代で
はありますが、今回は今後のオンラインでの啓発活動にもちょ
っぴり自信が持てる経験となりました。 

  

３月の定例会は全国手をつなぐ育成会連合会事務局長の又村あおい氏が「障害のある人と家族の高齢
化」についてお話されている動画を視聴しました。知的・発達障害のある人の 8050 問題(80 代の高齢
期の親が 50 代の子どもの面倒を見ること)のお話は興味深い
ものでした。入所施設やグループホームの不足も背景にあり
高齢の親が知的・発達障害のある子どもと同居して世話をし
ている「老障介護」、逆に知的・発達障害のある人（中軽度
障害に多い）が高齢の親の介護をしている「障老介護」のケ
ースがあると話されました。また知的障害のある人と親が長
く一緒に暮らすと①経済的②介助的③心理的「相互依存」に
陥りやすく、そうなると現状からの変化に消極的になるとのことで、「このままではいかん！」と言う
方や「この子がいるから頑張っていられる。できる限り一緒に暮らしたい。」という声もありました。
また 65 歳問題では、障害福祉サービスと介護保険サービスの違いや新しく始まった「共生型」サービ
ス、要介護認定など法律や制度に基づいたお話をされ大変勉強になりました。知的・発達障害分野の
8050 は「出来上がりの絵」であり、そうなる前の 6030（親が 60 代、子どもが 30 代）のうちに本人の
ライフステージに寄り添う相談員や支援事業所とつながることも「負のスパイラル」に立ち向かうため
に必要という話に、相談支援事業所との繋がりの重要性に改めて気づかされました。法律や制度の難し
い話も分かりやすく軽妙に解説いただき、参加された会員の皆さんにも好評でした。知的・発達障害の
ある人と家族の高齢化は関心の高い問題ですので今後も引き続き取り上げていきたいと思います。 
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４ 月 の 定 例 会 

日時：４月１５日（金）１０：００～１２：００  

育成会生活支援センター会議室（大橋町）『親心の記録を見直そう！』   

親心の記録を記入して３年９か月が経ちました。もう書いた人もまだの人も今一度見直してみましょう！ 

定例会へのお申し込み、お問い合わせは啓発事務局 ℡８４５-５６７７ まで 

●5/1(日)「焼肉丼＆スープ作り」 

    9:30～14:30,参加費 500 円＋実費 

●5/3(火) 「障害者スポーツ体験」 

9:30～14:30,参加費 500円＋実費 

●5/5(木)「母の日プレゼント作り」 

  9:30～14:30,参加費 500 円＋実費 

●5/8(日)「映画」 

  9:30～14:30,参加費 500 円＋実費 

●5/14(土)「フラワーアレンジメント＆ゲーム」 

  9:30～14:30,参加費 500 円＋実費 

※フラワーのみ10:30～11:30、参加費1400円 

●5/15(日)「レクレーション」 

    13:00～15:00,参加費 300円＋実費 

●5/22(日)「野岳」 

    9:30～14:30,参加費ひとり 500円＋実費 

●5/28(土)「フラワーアレンジメント＆書道」 

    9:30～14:30,参加費 800 円＋実費 

※フラワーのみ10:30～11:30、参加費1400円 

※書道のみ 13:00～14:30,参加費 500 円 

●5/29(日)「お好み焼き作り」 

9:30～14:30,参加費 500円＋実費 

４、５月の本人活動『スマイルくらぶ』の予定 

★各活動には定員があります。 

お申し込み、お問い合わせは啓発事務局まで℡ 

 ０９５-８４５-５６７７ 

●4/3(日)「パンケーキランチ作り」 

  9:30～14:30,参加費 500 円＋実費 

●4/9(水)「フラワーアレンジメント＆ゲーム」 

  9:30～14:30,参加費 600 円＋実費 

※フラワーのみ 10:30～11:30、参加費 1400円 

●4/10(日) 「科学館」 

    9:30～14:30,参加費 500 円＋実費 

●4/17(日)「花見（浦上川沿い散策）」 

  13:00～15:00,参加費 300円＋実費 

●4/23(土)「フラワーアレンジメント＆書道」 

  9:30～14:30,参加費 800 円＋実費 

※フラワーのみ 10:30～11:30,参加費 400 円＋花代 

※書道のみ 13:00～14:30,参加費 500 円 

●4/24(日)「恐竜博物館＆ランチ」 

   9:30～14:30,参加費ひとり 500円＋実費 

●4/29(金)「風船バレー」 

  9:30～14:30,参加費 500 円＋実費 

フラワーアレンジメント・書道 
フラワーは第２、第 4 土曜日の 10:30、書道は

第４土曜日の 13:00 から実施中です！ 

フラワーは１回 1400 円、書道は１回 500 円

です。 

社会福祉法人 

長崎市手をつなぐ育成会 広報部 

長崎市大橋町 19-19  

文教カテリーナ１F 

Tel：095-845-5677 

E-mail:tewotunagu@hi.enjoy.ne.jp 
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