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はっく通信

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。はっく兵庫の近況をお伝えいたします。

はっく兵庫

・第 42 回神戸まつりのバザーに出店しました。
第 42 回神戸まつり　はっぴいひろば（湊川公園）に、兵庫むつみ会がバザーで出店しました。
今年は多くのボランティアさんに手伝っていただき、いつもよりも多くのフランクフルトを
販売することができました。

・障害者スポーツ大会に出場しました。
5月 27 日（日）、兵庫むつみ会が第 51 回神戸市障害者スポーツ大会（ユニバー記念競技場）
に出場しました。陸上競技とフライングディスクで参加し、たくさんのメダルを獲得しました。

・中道テクノが、実習生を受け入れました。
中道テクノに、特別支援学校の学生さんが実習にいらっしゃいました。一週間の実習期間を経て、
学校卒業後の活動を経験していただきました。

作業所・グループホームともに、日々の活動を通じて、利用者の皆さんがより地域生活
を充実させることができるよう、職員一同努力しております。

http://www.hachyogo.com

はっく兵庫のホームページもよろしくお願いいたします。



兵庫むつみ会

   月 1回のミーティングでは、

○施設利用・仕事の流れや内容に関する問題点の注意・反省

○毎週水曜日の昼食会のメニュー作りと昼食当番の決定

○レクリエーションの行き先や内容

○その他の行事参加について

   メンバーと職員で話しあっています。

兵庫むつみ会は、「よく働き、よく食べ、よく遊ぶ」作業所。

作業に集中する日々の合間に、週一回の昼食会や月一回の

レクリエーションを楽しんでいます。

生活のリズムを作りながら、作業の中で自信をつけ、

仲間と支えあって就労への意欲を高めています。

神戸市兵庫区荒田町 4-13-8

TEL 078-511-3472

FAX 078-511-1102

e-mail :

hac-hyogo@star.ocn.ne.jp 

就 労 継 続 支 援 B 型

登録人数 30 名（平成 24 年 4 月現在）,一日の平均通所者は約 20 名です。

作業内容

○お菓子の箱折り

○印刷物帳合作業

○お菓子袋のテープ止め

作業時間 /

9：00-10：20　 （20 分休憩）

10：40-12：00　（お昼休憩 60 分）

13：00-14：20　（20 分休憩）

14：40-16：00　（終了後解散）

《土日祝はお休みです》

ミーティング

週 1回の昼食会では、 担当の

昼食当番が準備します。

箱折りはこんな感じ。

レクリエーション

月一回のレクリエーションでは、ボーリングやバーベキューなどを楽しんでいます。

ホームページに、新しく「レクリエーションの紹介」というページを作りました！メンバーさんが

毎月レポートしてくれています！

こんなページになりました♪

メンバーＡさんが書いたレポートを、 メンバー

Ｔさんがワードに打ちこんでアップしています！



第 42 回神戸まつり
湊川公園でバザー♪平成24年 5月 19 日土曜日：

今年のバザーもよい天気でした♪フランクフルト

４００本用意し、多くのボランティアさんのお手伝い

をお願いしてのぞみました。

ざっかは「古着」「食器」「新品のタオル」など…。

利用者さんご家族や、職員からの寄付です。

今回は、地域の方が手作りの「お手玉」も

寄付してくださいました。

ボランティアさんのサポートで、いつもより

早く完売！急きょ、100 本買い足して、

500 本を売り切りました。

ざっかの販売も大盛況。よく売れました。

仕事が終わったら、ボランティア

さんと一緒にバザーを回りました。
メンバーさんが増えたので、交代でお店に

入りました。

ざっか販売、フランクフルト販売、

金庫番…と、仕事はたくさん。

来年もよろしく

お願いします♪



 
厳しい暑さが続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

中道テクノでは、一人ひとりの個性が尊重される環境のもと、 

様々な作業に取り組んでいます。 

開所日時 

 月～金曜日（土・日・祝日は休み、年末年始、お盆のお休みもあります） 

 

作業時間 

９：４５～１２：００・・・朝の会、体操、作業（１５分休憩あり） 

１２：００～１３：００・・・お昼休み 

１３：００～１５：１５・・・作業（１５分休憩あり） 

１５：１５～     ・・・お茶休憩後解散 

 

作業内容 

〇割り箸関連作業 

〇菓子箱折り 

〇宅配寿司関連作業 

〇缶バッチ関連作業 

〇関係機関の食堂清掃業務 

〇クッキー・マドレーヌ作り 

 

 

 

その他の活動 

〇食事作り 

週に１回、メンバーさんとスタッフが協力して作ります。食材の買出しなども行い

ます。皆で一緒に食べると、美味しいです！ 

〇レクリエーション 

  月に一回、芸術鑑賞やお花見など、皆で楽しむ機会をつくっています。 

〇バザー等、地域イベントへの参加 

  リサイクル品や中道テクノの手作りお菓子、焼き鳥やフランクフルトの店を出し 

ています。 

〇例会 

  月末に、日々の活動についての意見交換や、次月の予定を話し合います。 

  食事会のメニューや、レクリエーションの内容も、この機会に決めています。 

〇作業所内の清掃 

  皆で協力し、分担して清掃します。 

  

〒６５２－０８０１ 

神戸市兵庫区中道通１－４－２３ 

コウベアーバン１０２号 

TEL & FAX  ０７８－５３１－６９７１ 

E-mail  tekuno@0341m2.dion.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

今年度より午前の休憩が

10分から15分になりま

した。 

作業場はこのような感じです。

平均で 1 日１７～１８名来所

しています。 

缶バッチにマグネット

を取り付けています。 

メンバーさんが描いて

下さったイラスト 



中道テクノでは、作業の一環として、クッキー、マドレーヌ 

作りを行っております。 

手作りの、風味豊かなお菓子です！ 

メンバーさんとスタッフが協力して作っています。 

秋のハートフェスタや兵庫区ふれあい祭等でも出店する予定 

ですので、是非ともご賞味ください。 

 

ク ッ キ ー （ プ レ ー ン ＆ コ コ ア ）  

        45ｇ   100 円～ 

マドレーヌ（プレーン）        70 円～ 

（レーズン、くるみ・・・ 

その他のトッピングあり）80 円～ 

 

 

４月 12 日（木） お花見  王子動物園にて 

今年も満開の桜の中、中道テクノのお花見が行われました。 

毎年恒例になりつつあります、作業所お手製の散らし寿司をお弁

当にして持っていきました。 

 

〇●〇メンバーさんが感想を書いて下さいました〇●〇 

・ 天候にも恵まれて、きれいな桜の下で動物を見れたことがうれしかったです。 

・ 4 月 12 日にレクで王子動物園に行きました。それで、サクラがきれいでした。動物が

のんびりしてました。しんどかったけど、みんな楽しそうでした。又みんなで行きたい

と思います。 

 

 

5 月 25 日（金） 神戸市水の科学博物館 

 テクノから 7 系統の神戸市バスに乗って行きました。３D シア

ターや実験ショーも鑑賞することが出来ました。自由に体験

するコーナーもあり、水の科学博物館を充分に楽しむこと

が出来ました。 

 

 

５月１８日（金） 

  

 兵庫消防署の方に来ていただき、作業場のガスコンロから火がでたと 

いう設定で避難訓練を行いました。 

 初期消火、通報、誘導が肝心であると教わり、実行してみました。

その後、水消火器を用いて、消火器の使い方を参加者ほぼ全員が体験し

ました。火災が起きないようにするのはもちろん、実際に起こってしま

った場合は、慌てず、人命第一で行動するよう心掛けましょう。 

中道テクノでは、作業場のガスコンロの横に消火器を置いています。 

避難するときは、玄関だけではなく、搬入口からも分かれて避難して下さい。 

 

 

 

水消火器を体験中！ 



メゾン・ド・丸山とシエスタ兵庫は、地域でのひとり暮らしに
必要な様々な経験を積み重ねていただくための入居施設です。
ひとりで暮らすことに慣れ、やがては自分の生活を楽しみ、
ひとりで暮らすことに自信が持てるよう、支援します。

            ご相談・見学希望の方は、はっく兵庫　078-511-1102

グループホームのおはなし メゾン・ド・丸山とシエスタ兵庫
　　での生活を紹介します

神戸市長田区西丸山町 1-2-15
木造 2階建（居室・食堂・お風呂・洗面所・トイレ・
多目的室など）定員５名（男女を問いません）

神戸市兵庫区神田町 34-8
木造 2階建（居室・食堂・お風呂・洗面所・トイレ・
リビングなど）定員４名（男女を問いません）

グループホームでの生活　3

メゾン・ド・丸山 シエスタ兵庫

風呂

洗面所

ダイニング

キッチン

廊
下

玄関

トイレ

階段
居間

１F

お風呂、 リフォーム

しました♪

食事支援は火 ・ 金です

居間兼喫煙室。居室 1 居室 2

居室 3 居室 4

洗
面
所

階段

トイレ

２F きんもくせいの木がめじるしです。

二階洗面所。 朝起きてすぐ顔洗えます。

2F 廊下。

シエスタの中を紹介します♪
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