
★ 販売促進リポート ★ 
 製造部、農業部の商品を中心に、以下で販売を行ないました。 
６月２２日 後志地域精神保健協会の総会［倶知安町 第一会館］ 
７月２７日 手をつなぐ育成会 全道大会［倶知安町 文化福祉センター］ 
８月１４日 ふるさとまつり ふれあい広場［京極町 社会福祉協議会］ 
 
今後は以下を予定しております。 
 ８月２５日 くっちゃん福祉まつり［倶知安町 文化福祉センター］ 
 ※販売させていただけるイベントがありましたら、ワークショップようていにご連絡ください。
祭りの内容そのものを含めてブログで広報させていただきます。 
	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

たくさんのご厚意に感謝します	 	 

☆寄付物品 ３月から７月まで、以下の品物をいただきました。 
 着物・帯（のべ１０件）、…製造部の手によって手工芸商品に生まれ変わっています。 
 牛乳パック（のべ１１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。 
 食材、野菜、山菜など（のべ１３件）…ワークショップの昼食、グループホームの夕食に活用しています。 
 糸のこぎり、ミシン…製造部の商品製作に役立てています。 
 アイロン…手工芸作品の下地づくりに役立てています。 
 その他食料品など 
 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） 5 名様より 48,000 円 

☆会員状況 正会員 20人、賛助会員 14人 
※	 会員、寄付金、寄付物品（古着物、牛乳パック、書き損じはがき）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。 

 
 

 

 
	 	 

平成２５年度通常総会・・・財政規模大きく	 	 

 ５月１７日午後１時３０分から保健福祉会館にて平成２５年度
通常総会が開催され、平成２４年度事業活動報告・決算報告および
平成２５年度事業計画（案）・予算(案)すべて満場一致で承認され
ました。役員改選では理事６人と監事１人が再任され監事１人が新
任されました。退任された岡本弘様には法人設立時の大変な時から
監事として温かくご指導下さり、ありがとうございました。そして
新任された田中祐司様、よろしくお願いいたします。総会終了後第
１回理事会を行い理事長に小林敦子が互選されました。ケアホー
ム・法人事務所建設に向け頑張ります！！ 
  

   

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

国から 33,,000000 万円交付金の内示が出ました！	 	 

 ケアホーム・法人事務所建設は、倶知安町が主体で行う「高齢者・障がい者が共に働き・暮らす
共生型の施設整備事業」として認められました！国から 3,000 万円交付金の内示が届いたと、福祉
課から７月１日に連絡をいただきました。 
 
事業名 ：高齢者も障がい者も共に元気に暮らす地域づくり「わっくわく」事業 
交付金名：平成２５年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（市町村提案事業） 
 
 平成２６年３月３１日までの年度内事業完了めざし建設委員会
を立ち上げ頑張っています。 
 詳しい事業内容は通信第１１号特集版でお知らせします。 
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平成２４年度収支決算 
経 常 収 入 ６０，５７６，６０１円 
経 常 支 出 ５４，３３３，８０５円 
当期収支差額 ６，２４２，７９６円 
前期繰越金 ４０９，２６８円 
次期繰越金 ６，６５２，０６４円 

共和町 明善寺のあじさい 

  
	 	 	 	 グループホーム 

 
 ６月２０日に避難訓練を実施しました。 
 グループホーム内で火災が起きたことを想定した避難
をしたあと、消火器の使い方を学びました。 
 近年国内でグループホームの火災が相次いでいること
もあり、入居者と職員一同、今後とも防災に気をつけてい
きます。 

  今年の通常国会ではさまざまな法律が決まりました。障がい者総合支援法、子ども貧困対策法などです。今回勉強
してみて改めて思ったのですが、国会で審議される法律は、わたしたちの生活に直結することばかりです。私たちも
いろいろと発信していきますので、国や地域の動きにもっと関心をはらっていきたいですね。 編集担当 かわさき 
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～ひまわりのように 仲間といっしょに 育成会全道大会の販売（製造部） 

 



共同募金会さまの助成により、畑に簡易トイレが設置されました	 	 

 赤い羽根共同募金さまより、このたび畑に設置する簡易水洗トイレの助成金をいただき、さっそ
く６月に設置しました。これで農作業中にトイレを済ませられるようになり、作業効率が格段に良
くなりました。紙面にてお礼申し上げます。ありがとうございました。 
 

 

 

 

設置した簡易トイレ（左端）より、向かい側の畑までをパノラマ写真で撮影しました。 

 

法人広報より〜ホームページがオープン、ブログも変わりました。	 	 

 私どもＮＰＯ法人ともにのホームページが、この４月にオープンいたしまし
た。まだまだ制作中のページばかりですが・・・さらに内容を充実させていき
ますので、ブログとあわせてよろしくお願いいたします。ご意見もお寄せくだ
さい。 

ホ̶ムページの一部です→ 
 アドレス  http://npotomoni.web.fc2.com  
 
 またブログも一年間使用した「OCNブログ人」に代わり、日本財団が運営するブログ「CANPAN
ブログ」に移行しました。今後の更新はCANPANブログでしますので、引き続きご愛読ください。 
	 	 

 アドレス  http://blog.canpan.info/npotomoni/ 
	 	 

講演会・研修会活動リポート	 	 

☆「コミュニケーションの支援を学ぼう」講座、盛況のうちに終了 
 ３月２０日［水・祝日］開催  参加者：２０名   
 講師 村本好孝氏（株式会社ここから 取締役、SST 認定講師） 
 当事者がかかえるコミュニケーションの課題を支援する方を対象に、 
 SST（社会技能訓練）を中心とした技術を楽しく学びました。 
 
☆みんなで学ぼうシリーズ、これまでの内容 2013 年３月̶６月 
 ３月２５日 診察室で考えていること 講師：土田正一郎氏 
 ４月２２日 しょうがいって何？ 講師：川崎哲 
 ５月２７日 精神障がいのレシピ～ひと手間かけて おいしく食べよう♪ 講師：宇土仁木氏 
 ７月 ９日 生活のセーフティネット～生活保護を中心に解説 講師：川崎哲 
 ８月２６日 幡医師が語る精神疾患観 講師：幡賢氏 

☆みんなで学ぼうシリーズ 夏の陣 
 講師：肥田裕久氏（ひだクリニック院長）、木村尚美氏（同副院長） 
    櫻田なつみさん、湯浅慶子さん（株式会社MARS） 
 千葉県流山市で精神障がい者の自立支援をすすめている「医療法人 宙麦会

そらむぎかい
」の 

 講座も今年で３回目になりました。今回は第１部を当事者とその家族向け、 
 第２部を専門職向けと２部構成で「るえか式心理教育」を学びました。 
 

 

ワークショップようてい  

★	 製造部	 ★	 

 「たびつむぎ」、「家具の松塚」、「ホテルようてい」、「元気ショップ いこ～る」で好評発売中で
す。またおくすり手帳を新たに「コスモ調剤薬局」さまで販売開始しました。 
  

  

  

  

  

  

  

 
 
★ 事務・調理部 ★ 
 調理部の利用者が増え、充実した献立を毎日つくっ
ています。写真はとある日の昼食です。ごはん食が人
気ですが、パン食も好評です。よりおいしく食べられ
るように、部員と職員が一丸となって工夫しています。 
 
★ 農業部 ★ 
 今シーズンは水路がある畑も借りられ、水の確保も容易になりました。 
 作物は順調に成長していて、後志総合振興局や倶知安町保健福祉会館で販売をしています。
後志総合振興局は木曜日の１２時から１３時まで、１階ロビーで販売しています（中止の日あ
り。収穫物が売り切れた時点で終了します）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

　住所　北海道虻田郡倶知安町北３条西２丁目

　

　電話・ファックス（０１３６）２３－２８７２

　

├法人について
├ワークショップようてい
└グループホーム

　　　

ともに　は、障がいや疾病の有無にかかわらず、高齢者も子どもも誰も
が住み慣れた地域のなかで安心して生活できる地域づくりをめざし、
個々人が尊ばれ、個々の力を生かし心にふれあう人と人とのつながりを
大切にした活動を行ないます。

倶知安まで行くには…

※ＪＲ 
　札幌駅から函館本線に乗り、小
樽→余市を過ぎて倶知安駅に下車
（約２時間）
　函館からは特急「北斗」もしく
は「スーパー北斗」で長万部駅ま
で。函館本線に乗り継いで倶知安
駅下車（約２時間３０分）

※バス
　札幌駅前バスターミナルより中央バス「高速ニセコ号」に乗車し、「倶知安十字街」バス停に
て下車（約２時間２０分）

※道外からお越しの方は…
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おくすり手帳 
コスモ調剤薬局で販売しています。 

きんちゃく袋 
 

小銭入れ 
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［上］水路つきの畑です。羊蹄山を見ながら精を出して
います（５月撮影）。 
［右上］倶知安町保健福祉会館で出店（５月撮影） 
［右］じゃがいもの花です。とてもきれいな花が一面に
咲いていました（７月撮影）。 


