
	 	 

たくさんのご厚意に感謝します〜道新ねっとわーく・ようてい掲載に反響多数	 	 

☆寄付物品 昨年８月から今年２月まで、以下の品物をいただきました。 
 着物・帯（のべ１５件）、毛糸・生地（２件）…素敵な手工芸商品に生まれ変わっています。 

 タッパーウェア（２件）…自家製みそづくりに大活躍しています。 

 料理や手芸のテキスト（３件）…調理献立の参考や、手工芸商品の開発に役立てています。 

 織り機、その他手芸用品（のべ３件） 

 牛乳パック（のべ２６件）…切り開く作業をした上で、道栄紙業さんに換金しております。 

     
 これらはすべて利用者の作業活動に役立てられ、商品売り上げの収益はすべて利用者工賃に充てています。 

☆寄付金（のべ人数） １４名様より 267,040 円 

☆会員状況 正会員１９人、賛助会員３1人 2団体 
 
※会員、寄付金、寄付物品（古着物、牛乳パック）は随時お受けしています。ともに事務所までご
連絡ください。 
 
 
知って得する障がい福祉制度〜自立支援医療受給者証	   

 心身に関わる障がいで医療を受ける時、自己負担が通常の３割から１割に軽く
なる制度です。精神障がいでは通院治療と精神科デイケアに通所する場合に適用
されます。相談や申請は各市町村の障害者福祉担当係で受け付けています。有効
期間は１年です（更新可）。 

 
 
 
 
 

 

 

苦労いっぱい？・・・笑顔の多い一年になりますように！	 	 	 	 理事長	 	 小林敦子	 	 

 これでいいのかな？ 
「苦労を抱えた障がい者が働けるようになるための支援・その人らしく暮らすことができるような
支援って・・・？今やってることで少しはいいのかな？」と毎日職員ミーテイングしながら自問自
答してきました。この 4 月から「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に変わりますが、こ
の自問自答は変わりません。利用者・職員と本気でぶつかり話あってきたから今があり、なんとか
事業として経営できてきたことに感謝です！今年の大仕事「障がい者用ケアホーム・法人事務所建
設」は地域の方の期待と倶知安町福祉課の後押しをいただき実現に向け頑張っています。次号の通
信で笑顔満開のお知らせができることを願っています！ 
 
ジョンソン•･エンド•･ジョンソン社会貢献委員会様より寄付金いただきました！	 	 

                           「障がい者の工賃向上に貢献する活発な広報活動！」に 10月 1日 45万円の寄
付金をいただき念願の最新式コピー機（約 80 万円）を購入することができま
した。買いたくなるパッケージづくりや作品・商品の写真カタログ作りにきれ
いな印刷で大活躍しています。 

                          

	 	 

講演会・研修会活動リポート	 	 

☆みんなで学ぼうシリーズ 月１回、絶賛開催中！ 
 ９月１８日 「摂食障害 食べても止まらない」 講師：土田正一郎氏 
 10 月１７日 「人格の偏り～変わるものと変えるもの」 講師：土田正一郎氏 
 11 月１９日 「意識しよう、意識障害！ 現実世界とのつきあい方」 講師：宇土仁木氏 
 12 月１７日 「認知しよう認知症・入門編 新説・豊島型認知症のすべて」 講師：豊島邦義氏 
 １月２２日 「精神障がいと糖尿病の甘～い関係♡」 講師：土田正一郎氏 
 ２月２１日 「ヒストリー・オブ・ヒステリー」 講師：土田正一郎氏 

☆「精神疾患について 精神科医と語ろう」 ２月～３月 全３回 
 第１回 「うつ状態について」 ２月１６日［土］ 
 第２回 「精神病（統合失調症など）」 ２月２３日［土］ 
 第３回 「認知症を中心に」 ３月１６日［土］ 

☆これからの講演会予定 
 ３月１０日 「みんなで学ぼう 春の拡大版」  ホテル第一会館 
 ３月２０日 「コミュニケーションのサポートを学ぼう」SST  ホテル第一会館          
  

  昨年 11 月に「羊蹄山麓地域職業リハビリテーション講座」にて、当法人の活動について話してきました。参加者
は町内外からたくさん集まり、関心の高さを思いました。私は職場を将棋に例えて、働く側と雇用側双方がスキルア
ップする必要性を訴えたつもり。人前で話すことの効果と難しさを改めて感じました(^_^;)  編集担当 かわさき 
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申請で必要な書類 

② かかりつけの精神科医の診断書 
③ ご自身および世帯の収入状況のわかる書類 

（年金証書、給与明細書など） 
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検索 最新情報はブログでも紹介しています！ 倶知安町 ともに 



ワークショップようてい  

★	 製造部	 ★	 

 ことし１月より「手工芸班」「作業班」を統
一し、製造部としました。商品を置いてくださ
るところが５軒に増え販路を拡大しています。 
倶知安町内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
札幌駅西口 
        

  

  

  

  

  

  

  

★ 事務・調理部 ★ 
 毎日の昼食調理のほか、月一回をめどにバイキング形式で食事を提供しています。 
昨年１２月２４日にはクリスマス会を開きました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①ホテルようてい様 
倶知安町字旭６９番地 
 
温泉が自慢のホテルです。 
受付横ロビーの黒いパイプ台
が目印です。 

http://hotel-youtei.jp 

④ニセコリゾートサービス様 
倶知安町字山田１６７-３ 
 

受付フロント横のコーナー
で展示販売しています。 

http://www.sapporo-ikuseikai.or.jp/shop.html 

⑤元気ショップ いこ～る様 
ＪＲ札幌駅西口 パセオウェスト 
 
札幌市内外の障がい者支
援の事業所が品物を委託
販売しています 

②たびつむぎ様 
倶知安町字旭４４番地 
 
旭が丘のホカホカお宿。 
フロントすぐ前のコーナ
ーに置いています。 

http://tabi-tsumugi.net 

③家具の松塚様 
倶知安町北４条東１丁目 
 
高級家具をより安く。 
１階玄関横のコーナー
で展示販売しています。 

http://www1.ocn.ne.jp/~matsu41/ 

製造部	 	 

紙面カタログ	 	 

コースター 
⑤いこ～る 一個 400 円 

手編みかご 
⑤いこ～る 1,980 円 

※品名の下の丸数字は、左記の店番号です。 
※売り上げはすべて利用者の工賃になります。 
※くわしくは店頭、もしくはブログでどうぞ。 

消しゴムスタンプの封筒 
①ホテルようてい 
４枚セット 150 円 

バッグ  
⑤いこ～る 3,000 円 

毛糸のバッグ 
③家具の松塚 
2,000 円 

★	 	 農業部	 	 ★	 	 

除雪請負の委託契約が増え�ました！	 	 

農業部は冬季、除雪作業が中心です。今シーズンから契約料
をシーズン制とし、わかりやすい金額設定にしました。利用者
工賃の大きな収入源となっている除雪請負ですが、記録的な大
雪と燃料代の高騰に気をもんでいるこの頃です。 
今シーズンの実績は、個人宅８軒、商店・クリニック・宿など 
６軒で収入も 60万円超す見込みで昨年より大幅に増えました。
筋肉痛と戦っています。 

 

札幌の仕出し業者と野菜販売の契約を結びました！	 	 

  法人の協力者からご紹介をいただき、2月 7 日札幌の「ワーカーズ・コレクティブ 仕出し弁当
かまら～ど」様を訪問し収穫野菜を販売する契約を結んできました。ご注文いただいた野菜の種も
購入し春に向かって準備を着々とすすめています。農業部大活躍の予感！ 

かまらーど様 〒003-0026 札幌市白石区本通４丁目南８-２７  http://kamarardo.web.fc2.com   
グループホーム	 	 

入居者１９人のみなさんは元気に過ごしています。 
昨年２人の方がグループホームを出て一人暮らしを始めました。またグループホーム入居を希望
され体験利用している方も４人います。これからも自立生活に向けた支援を続けてまいります。 

郵便事業助成で購入した除雪機も大活躍 

調理部特製の海鮮丼にさまざまな料理、デザートにはケーキもつきました。ビンゴ大会は大盛り上がり！ 検索 最新情報はブログでも紹介しています！ 倶知安町 ともに 

バッグ 
⑤いこ～る 1,500 円 

帽子 
⑤いこ～る 1,500 円 


