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この１年を振り返って
社会福祉法人 藍

理事長

大野圭介

っという間に年末ですね。今年も残すとこ

移転に漕ぎ着け、安堵しております。

ろあとわずかとなりました。日頃より社会

●来年度に向けて

あ

福祉法人 藍をご支援いただき、誠にありが

厚生労働省が 11 月 25 日に 2018 年度の就労継
続支援 B 型事業所の平均工賃を明らかにしました。

とうございます。またそれぞれの現場で日々奮闘し、

B 型事業所の平均工賃は月額 16,118 円で前年度比

「藍」の仕事を支えてくれた職員の皆様には心から

515 円（3.3％）増でした。少しずつですが全国の B

感謝いたします。
今年も例年と同じくバタバタした 1 年で、日々の

型事業所（11,750 か所）の月額平均工賃が上がって

業務に追われてなかなかやらなければならないこと

きました。我々社福藍の B 型部門もなんとかして工

が実現できず、来年こそはなんとかせねばと思ってお

賃を上げていかなければならず、いろいろと工夫をし

ります。

ています。まだ構想の段階ですが来年度アンシェーヌ

●今年の主な取り組みについて

藍は委託でキッチンカーの導入、ファクトリー藍は東

昨年度からアンシェーヌ藍を利用して子ども食堂を

京オリンピック・パラリンピックのイベントに出店を

開催できないものかと検討していましたが、今年はよ

検討しています。メンバーの皆様がとても頑張って仕

うやく形にすることができました。たくさんの子ども

事に励んでおりますので、我々職員も知恵を出し合い

たちの笑顔を見ているとこちらも元気を頂くことがで

工賃 UP を目指していきたいと思います。

きました。ファクトリー藍は 7 月に「藍展 2019」を

また共同生活援助（グループホーム）に関してもま

開催し、昨年度を大幅に上回る売り上げを上げること

だまだ絶対数が不足していて入居したくても入れない

ができてメンバーさんに高い工賃をお渡しすることが

方々がたくさんおります。社福藍としてこの問題を解

できてとても嬉しく思います。12 月の「織展」もと

決すべく、来年度は新規グループホームを開設できな

ても好評でした。グループホーム部門のこの 1 年は

いものかと検討しております。

とにかくガーデン藍Ⅲの移転を実現するために不動産

事業を実現するためには皆々様のお力が必要で

屋巡りに追われました。皆様のお力のお蔭でどうにか

す。今後ともご支援の程どうぞよろしくお願い申し

年内によい物件を見つけることができて来年 2 月の

上げます。
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秋の日帰り旅行 2019 ～山中湖編

山中湖へ向かうバスの中より

からスタートし、ステーキやデザートプレートに舌鼓。

月 8 日（金）快晴の中、旅はスタートし

ました。昨年同様、今回もファクトリー

時間が押してしまい、予定にあった桔梗屋工場見

藍、アンシェーヌ藍合同の総勢 30 名で

学は見送りましたが、帰りのバスでは皆さん会話も
弾み賑やかでした。

山中湖へ繰り出しました。
ファクトリー藍は待ち合わせでちょっと手間取り
ました（すみません…）が、9：07 には三軒茶屋
を出発。殆どの方は昨年も参加したリピーターでし
たが、初参加の方もおり、車内で簡単に自己紹介を
して、車窓から富士山を眺めているうちに山中湖に
到着しました♪
いよいよ水陸両用の KABA バスに乗船です！ 乗
船前に映像を見ながら先導役のお姉さんが説明をし

て盛り上げてくれます（笑…）そして町中の紅葉を見
ながらバスは陸を進み、湖に向かってスピードを上げ
スプラッシュ‼

水陸両用車「KABA」に乗り込みます

船上から紅葉や自然を五感で感じな

がら、そして、お姉さんの盛り上げトークを聞きなが
ら湖面を進みます。残念ながら、富士山の頂上は厚
い雲に隠れてしまいましたが、心地よい風が感じられ
十分に自然を満喫できたのではないでしょうか。そし
て、次はお楽しみの昼食です。バスに揺られ１時間余
り…空腹が極まったところでフルーツパーク富士屋ホ
テルに到着。広々としたお庭に囲まれた素敵な洋館
説明を受けながら湖面へ

です。ランチはフレンチのコースで上品なオードブル
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での移動中も楽しく過ごすことができた。
◇ KABA バスから富士山が見えず残念だったが、
バスからは見ることができ良かった。楽しかったで
す！
◇山中湖周辺をもっと散策してみたかった。お昼の
フレンチも豪華で美味しかったし、みんなで行くこ
とができて良かった。
◇フレンチのコースが美味しかったです。
◇水陸両用バスで湖にダイブする瞬間、顔に水がか
かったのが面白かった。

［参加者の感想］
◇信玄餅を食べることができて良かった。

◇移動中のバスの中と山中湖の KABA バスが楽し

◇ KABA バスの乗船時間は予定通りだったのに後

かった。お昼は美味しかったが、多くて少し残して

半はなぜ時間が押したのかな～元々予定がタイト

しまったのがもったいなかった。

だったのだろうか⁉

◇フレンチのコースが食べられてうれしかった。時

◇ KABA バ ス に 車 用 と 船 の 舵 の 両 方 あ り 興 味 深

間がなくて信玄餅の工場に行けなかったのは残念で

かった。
船と車、
両方の免許が必要なことに納得！！

したが、全体的に楽しかった！

◇良かったが移動時間が長めで散策などもできたら

◇ 35 年ぶりの山中湖だったが、景色も初めて見る

もっと良かった。ステーキが少しかたかった。

印象で新鮮だった。

◇ガイドさんの話が面白かった。

◇水陸両用バスは楽しく、フランス料理もおいし

◇お土産に棒状の信玄餅を買ったが騙された…餅で

かった。

なくチュロスみたいだった。
皆様お疲れ様でした。来年もまた皆で一緒に出か

◇食事の席で緊張しました。

けましょう‼

◇普段会えないファクトリーの人達と一緒で、バス
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（文責 : 近藤倫絵）
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藍展・織展 2019

月 20 日（土）から 24 日（火）までアンシェー

シュで恰好いい」とお褒めの言葉を多々頂き大変嬉

ヌ藍にて「藍展」を開催しました。新宿三井

しく思います。売上げも大幅増で 4 日間で 200 名

ビルからアンシェーヌ藍に場所を移して 2 年

以上のお客様にご来店いただきました。
ご来店いただいた皆様、この場をお借りして心よ

目。今年もたくさんのお客様にお越しいただき、皆

りお礼申し上げます。

様から「とても作品が洗練されてきた。スタイリッ

（文責：大野圭介）

12

月 1 日（日）から 6 日（金）までアンシェー
ヌ藍にて「織展」を開催しました。
今年は「軽く柔らかに」をイメージし

たマフラー製作に力を入れました。暖かく冬を過ご
す友にしていただければと願います。織り布は今回
苦戦しましたが、バッグは定番品から個性的なもの
まで揃い多くを手にとっていただけました。会期中
はハープ演奏もあり、お食事に来られた方にも見て
いただけて感謝の気持ちでいっぱいです。
お寒い中お越しいただきありがとうございました。
（文責：近藤倫絵）
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アンシェーヌ藍

こども食堂

フルーツポンチ、
と見た目も豪華な
ワンプレートにエ
ビのビスク、さら
にお菓子の詰め合
わせつきという

年もニュースで報道されるなど、大きな盛

今

り上がりを見せたハロウィン。10 月 31 日、

からみんな大喜び。7 時半の閉店までの 2 時間半、

アンシェーヌ藍でも「せたがや子どもバル・

お客さまが途切れることはありませんでした。ハロ

虹」
が行われ、
たくさんの小さなお客さまとハロウィ

ウィンという特別な日だったこともあって最終的に

ンナイトを楽しみました。

は予想を上回る、約 120 名の方々にお越しいただ
き驚くと同時に、充実した心地よい疲労感を味わっ

せたがや子どもバル・虹は、テレビで見た子ども

た夜となりました。

たちの孤食問題をきっかけに、みんなで食べること
の楽しさや大切さを知ってもらいたい、との大内律

アンシェーヌ藍としては、今後も地域に根ざした

子さん、渡辺聡子さんの想いから生まれた子ども食

社会貢献活動の一貫としてせたがや子どもバル・虹

堂です。中学生以下の子どもは無料、付き添いの大

との連携をぜひ継続していきたいと考えています。

人も 500 円と低価格で食事をすることができます。

まだまだ手探り状態で、ハード面、ソフト面ともに

ご縁があり、アンシェーヌ藍では 2 月末に続いて

改善点は多々ありますが、回を重ねるごとに柔軟で

2 度目の開催でした。

スムーズに対応していくことができたらと思いま

今回のテーマは、ずばり「メタルハロウィン！」。

す。また、今回は小さな子どもが大好きというメン

ランチ営業後、
店内をハロウィングッズで飾りつけ、

バーさんひとりが、料理提供や下膳などのフロア業

ＢＧＭもいつものハープから大音量のメタル音楽に

務を手伝いに駆けつけてくれましたが、いずれは普

切り替えるなど、慌ただしくも楽しく準備を進めて

段、厨房やカウンターで活躍しているより多くのメ

いると、あっという間に夕方 5 時。お店の前には

ンバーさんにもさまざまな形で参加していただけた

開店を待ちわびている子どもたちの姿が。かわいら

らきっと新たな発見、仕事への自信やモチベーショ

しいプリンセスの仮装をしている小さな姉妹とお母

ンを高めるためのいい経験となることでしょう。

さん、小学校低学年の仲良しグループ、ふらりとひ

さて、来年 2020 年からは、せたがや子どもバル・

とりでやって来た高学年の男の子……お祭りムード

虹を定期的に開催することを目標に、いままさに準

に目を輝かせる子もいれば、スタッフ扮する狼男に

備を進めているところです。詳細や当日の様子など

思わず泣き出してしまう子もいたり（笑）
、と終始

はアンシェーヌ藍のブログ等でも随時ご紹介してい

にぎやかでした。メニューもハロウィンカラーのオ

きますのでどうぞお楽しみに！
（文責：三上もも子）

レンジを意識した凝った内容となっていて、サーモ
ン＆いくらのせご飯、酢豚、かぼちゃのコロッケ、
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近況報告

され、ハロウィンメニュー

まで週末は開いていなかったガーデン藍

今

Ⅰ・Ⅱですが 8 月末から金曜日を開けるこ

★森のスープ

とにしました。初めは 2、3 人の利用でし

★真っ赤なチキンと地獄パスタ
★硫黄火山のサラダ

たが徐々に増え、最近では 4 人から 5 人の利用と
なっております。週末なので余裕のある時間を利用

をいただきました。いつもと少し違う面白いディ

して料理を一緒に作ったり、ゲームをしたりと楽し

ナーに皆さんの笑顔が印象的でした。
11 月からは、新しい男性メンバーも加わり女

い時間にしていけたらと考えてます。
また、10 月には恒例のハロウィンパーティーを

性 4 名男性 4 名、計８名のメンバーが揃いました。

しました。飾り付けの担当は女性メンバーさん方。

これからクリスマス会や新年会を皆で楽しんでいけ

料理は職員が担当しました。

たらと思っております。
（文責：門馬知子）

仮装したい人はセーラームーンやミニーに。仮装
したくない人はいつもと同じスタイルで夕食に参加

コンシェルジュ藍

実地検査

20

18 年 2 月よりスタートしました「特

運営が行われていると報告を貰いました。今回指摘

定相談支援事業所 コンシェルジュ藍」

されたことを受けてより一層利用者様支援だけでな

は、現在 23 名の方が利用されており

く、書類や事務などにも意識をもって適正に運営を
していかなければと感じました。

ます。少しずつではありますが知名度と共に利用
人数は上がってきております。さて、今年の 10 月

また、12 月 1 日より事業所を世田谷区若林から

3 日にコンシェルジュ藍初めての世田谷区の実地検

野沢に引越しを致しました。これを機に新たな気持

査がありました。実地検査とはコンシェルジュ藍が

ちで利用者様に寄り添って計画を立てていく等、人

法令に則って適正に運営が出来ているかの数年おき

生の道案内の役割を果たせるよう努めていきたいと

に行う検査になります。先日結果が来まして、細か

思います。
（文責：經塚章寛）

な事務的なフローの指摘はありましたが概ね適正に
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ガーデン藍Ⅲ

近況報告

玄関より。IH コンロのキッチン、その奥には洗濯機置き場

○階の居室

の度、ガーデン藍Ⅲ（精神・通過型）は令

こ

和 2 年 2 月頃をもちまして住み慣れた若林
の地を離れて、野沢に移転をすることにな

りました。移転先は、閑静な住宅街の中にある新
築 3 階建て全 8 世帯のマンションで、これまで隣
のアパートの一室にあった交流室も同じ建物内に引
越をします。やや手狭だったキッチンスペースが 2
口 IH コンロになり、各居室に洗濯機を設置するス
自転車置き場もあります

ペースもできたりと、今まで以上に卒業後の生活に
向けての練習がしやすい環境をご提供できるように

てしまいますが、これを機にさらに業務の充実を図

なるかと思います。また交流室が広くなることで、

り、皆様のご期待に添えますよういっそうの努力を

様々なグループ活動や利用者様同士の交流のための

重ねてまいる所存です。今後とも宜しくお願い申し

プログラムも可能になるのではと考えています。

上げます。
（文責：飯田純也）

すでに入居されている方々にはご面倒をおかけし

二年目を迎えた「アウトス展」

社

会福祉法人嬉泉の「アウトス（自閉症の方々
が描いた作品）
」の絵画をアンシェーヌ藍に
展示するコラボ企画も今年で 2 年目を迎え

ました。春夏秋冬シリーズから始まり、個人展を経て、
今年は色シリーズがスタートし、9 月に「藍色の世界」
を開催しました。展示会をするとお店の雰囲気がガ
ラッと変わりお客様に大変好評を頂いております。
次回は来年３月に「紅の世界」を予定しておりま

（文責：大野圭介）

す。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
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ご寄付・ご支援をお願い申し上げます

本部事務局

社会福祉法人藍では、障害者福祉に関心のある皆様、法人・企業の皆様からの寄付金を
幅広くお受けしたいと思います。
ガーデン藍Ⅲの報告で書かせていただきましたが、ガーデン藍Ⅲは長年お世話になった
前理事長竹ノ内氏からお借りしていた物件から野沢に引っ越しが決まりました。消防法
の改正などで高額な自動火災通報装置や誘導灯などの設置が義務付けられ、資金が不足
しております。また来年度は新規事業（グループホーム）の開設を目指しており、設備
費や開設資金等としてご支援頂ける皆様の寄付金を財源にして、一人ひとりの夢の実現
を目指したいと考えております。多くの皆様のご支援・ご援助を心からお願い申し上げ
ます。ご協力いただける場合は同封の用紙をご利用ください。

定例会議の報告

ファクトリー藍の製品は、アンシェーヌ藍を
はじめ下記にてもお求めいただけます。

12 月 11 日に社会福祉法人藍の理事
会が開かれました。

Blue & White（ブルーアンドホワイト）

そのご報告をいたします。

港区麻布十番 2-9-2
定休日

社会福祉法人藍

第 79 回理事会

営業時間 10:00 ～ 18:00

・㊗

世田谷区立 次大夫堀公園
世田谷区喜多見 5-27-14

開催日時：令和元年 12 月 11 日（水）

民家園
営業時間 9:30 ～ 16:30

定休日 毎週（月曜日が祝日の場合翌日）

18:00 ～ 19:30
開催場所：アンシェーヌ藍

フェリーチェ
世田谷区喜多見 9-2-33（小田急線喜多見駅高架下）

本年最後の役員会議が 12 月 11 日に開催された。平成

※世田谷区役所内にてワゴンショップ販売も行っています。

31 年度補正予算の編成について説明し、質疑応答の後、

福祉ショップ

営業時間 10:00 ～ 19:00

全員一致にてご承認いただいた。その他、議案に関して

定休日



テルベ

品川区大井 1-3-6 イトーヨーカドー大井町店 6 階

も滞りなく進みご承認いただいた。報告事項では、10

営業時間 10:00 ～ 21:00

月 3 日行われたコンシェルジュ藍実地検査報告、新規

世田谷図書館／図書館カウンター

事業（グループホームユニット増に向けて）計画の進捗

定休日 大井町店の休館日

開館時間 9:00 ～ 21:00（第 3 木曜日、年末年始休館）

状況を説明した。議案、
報告事項については以下の通り。

二子玉川：二子玉川ライズ

テラスマーケット 2 階

三軒茶屋：世田谷区太子堂 4-3-1（STK ハイツ 1 階）

〈議案〉
第 1 号議案 平成 31 年度補正予算の編成

8 月末に長年、社会福祉法人藍の為にご

第 2 号議案 経理規定の一部改訂について

尽力いただいた福田勇さんが逝去されま

第 3 号議案 ファクトリー藍契約書及び重要事項

した。福田さんに初めてお会いしたのは
私がアンシェーヌ藍のマネージャーをし

説明書の一部変更について
第４号議案

ていた時で見るからに怪しい風体の人が店に現れたの

アンシェーヌ藍キッチンカー委託契約に

で、「すいません。入店はご遠慮ください」とおそるお

ついて

そる言ったら福田さんは「君はなかなか根性があるな」
と大笑いでした。見た目は怖い方でしたが、とても優

〈報告事項〉

しい方で「大野君、困ったことがあったらいつでも言

来年度新規事業（グループホーム）進捗状況

いな」
とよく声をかけてくださいました。福田さんの「想

ガーデン藍Ⅲ移転経過報告他

い」を胸に、
これからもがんばっていきたいと思います。

コンシェルジュ藍実地検査報告

福田さん、どうか安らかにお眠りください。 （大野）
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寄付申込書
20

郵便番号

〒

年

月

日

－

ご住所

フリガナ

印

おなまえ
ご連絡先（電話）
メールアドレス

私は、社会福祉法人藍に寄付をしたいので、次のとおり申し込みます。
希望される使い道について、いずれかに✓印をお願いします。

寄付金の使い道

□

法人に一任

□

設備の購入や整備、施設増改築資金に充てる

□

就労継続支援Ｂ型事業に充てる

□

共同生活支援事業に充てる
※使い道のチェック欄に記載のない場合は法人に一任とさせていただきます。

寄付の金額

金

円

ご入金方法について、１～２のいずれかに✓印をお願いします。
□

１．銀行振込
振込先

寄付の方法

□
その他

銀行名

みずほ銀行（銀行コード：0001）

支店名

世田谷支店（支店コード：212）

口座種別

普通預金

口座番号

1521264

口座名義

社会福祉法人

藍

２．現金を持参

この申込書によりお預かりした個人情報は、受領書の発送など、この寄付に関する法人の業務に利用するも
のであり、目的外の利用及び第三者への提供は致しません。
ただし、確定申告等の内容確認のため申告先の税務担当へ寄付申込書の内容を情報提供します。

FAX の送信先

03- 3412- 1364

お間違えのないよ う 、 い ま 一 度 ご 確 認 下 さ い

