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むうぷ舎だより
利用者さん募集中！

体調に合わせて仕事をしてみませんか？
理念

☎0422－43－4600

（精神科通院中の方）

７８号
食茶房むうぷ

将来、一般就労を目指す方もサポートします！

社会福祉法人むうぷは、すべての人が平等で、尊厳ある存在であることを深く認識し、
利用者さんの人格の尊重と人権擁護の立場に立ち、社会福祉事業を行います。

おかげさまで食茶房むうぷは 20

周年を迎えました！！

和気あいあいと活気あるレストランです。是非いらして下さい。
1996 年 7 月 4 日に 3 番目の作業所として産声をあげた食茶房むうぷも、今年度で開所 20
周年を迎えることとなりました。開所当初は 6 人のメンバーさんと 2 人の職員でスタートした食
茶房も現在では、メンバーさん 42 名、常勤・非常勤職員 9 名とかなりの大所帯となりました。
20 年経った今では地域にすっかり根付いて多くのお客さまに愛されるレストラン、活気のあ
る職場として発展いたしました。
今後の食茶房をどのように発展させていくのか、メンバーの皆さんと夢を語り合いながら、
これからの 20 年を歩み始めたいと思います。
これからも応援をどうぞよろしくお願いいたします。
－１－
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各所間は歩いて 10 分～15 分です。

＜食茶房見学会＞ 食茶房むうぷの活動を皆さまへご案内いたします
食茶房むうぷでは、利用希望の方や関係機関の皆さまへ見学会を実施しています。
団体での見学会も大歓迎です。
食茶房むうぷは自然食レストランの営業・お弁
当配達などを行っている施設です。調理や接客、
厨房内作業を中心に毎日美味しい定食、お弁当、
ケーキをお客様へ提供しています。
『飲食店ってどんな感じなのかな？』『立ち仕
事で大丈夫かな？』『料理好きで興味があるわ』
など、 ご興味を持たれる方も多いと思います
が、まずは食茶房の雰囲気を見てみませんか？
職員と通所されているメンバーさんが施設内や活動内容をご案内いたします！
ご希望に合わせてむうぷ舎 3 か所の見学プランも設定致しますので、どうぞお気軽にお問合せください。

（受付窓口：食茶房むうぷ

電話 0422－43－4600

見学の予約をお願いします。）

食茶房 20 周年を迎えて（創立当初からのメンバーさんの声）
僕は創立初期からのメンバーであるが、思い返せば様々な思い出がある。屋号自体、むう
－２－
ぷ舎の精鋭メンバー達がかつて客席に集まって、真剣に名称を考案したりもした。結果「食茶
房むうぷ」の名称が誕生したのである。最初の頃よりも職員・メンバー間での議論が積み重
ねられた分、仕事の色々な面で向上改善しているのも事実だ。収益の面でも、当初は 1 日の
売上が 2.5 万円くらいであったが、今では倍以上の 5 万円超えの昨今である。そんなこんな
の 20 年が過ぎ、今も元気で食茶房にお世話になっている自分がいる。
将来は年を取り過ぎないうちに退役して、友達を見つけたり、ボランティアをして社会に恩
返しをしたり、作詞の勉強をして少しでも長生きしたいと思っている。
温故知新！ （鈴木伸夫）
－２－
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就労継続支援事業Ｂ型

第二回、太宰治桜桃忌販売会のご報告
昨年、初めての試みとなった禅林寺での「桜桃忌 TAKA-1 販売会」。二回目となる今年も禅林寺さんの
ご協力のもと、無事に開催することが出来ました。TAKA-1（みたかのおみやげ部門）の認定店舗から 11 店
舗が参加、さらに今年は駅前の三鷹コラル、三鷹市芸術文化センターでも同時に販売会を行いました。
当日（6 月 19 日）は薄曇りのお天気でしたが、全国各地から熱心な太宰治のファンが詰めかけました。
TAKA-1 の認定商品には太宰治にちなんだ商品もいくつかあり、三鷹のお土産としてバラエティーに富ん
だ品揃えになったと思います。むうぷ舎中原の「太宰クッキー」も箱詰めを中心にたくさんのお客様に手
に取っていただきました。販売にはメンバーさんも参加し、商品の丁寧な説明と、各地からいらしたお客様
との交流を楽しんでいました。
また今年は吉祥寺にある東急百貨店さんからお声かけいただき、「桜桃忌特集」ということで一週間、
地下一階の食料品売り場で「太宰クッキー」を販売していただきました。スタッフも期間中様子を見に行き
ましたが、他の桜桃関連の商品に負けず劣らず、存在感をアピールできていたかと思います。
太宰治の出身地にちなんで青森産のりんごを使用したクッキーも新しく販売を始めました。今後も丁寧
な商品作りを心がけ、「TAKA-1」の活動にも積極的に参加していきたいと思います。

～東急百貨店の販売の様子～

～むうぷ舎ブース～

～禅林寺販売会の様子～

メンバーさんの感想
・太宰治が愛されているのを改めて実感する販売会でした。（Y さん）
・今年は太宰の人形焼とともに相乗効果でよく売れた印象がありました。（T さん）
・隣で販売していた太宰珈琲とのセットがちょうどよかったと思う。（Y さん）
・参加することが大事で、太宰クッキーをひろく知ってもらういい機会になった。（O さん）

就職したメンバーさんの声

工賃のご報告

むうぷ舎から一般企業に就職し、倉庫内作業の仕事をしました。
５カ月間頑張りましたが睡眠がとれなくなりやむをえず退職。
職員さんに相談した際、むうぷ舎に戻って生活のリズム作りから
就職まで改めてサポートできると言ってもらえて、一人ではない
んだなと勇気と元気を分けてもらいました。（A さん）
－３－

H28 年 7 月の DM の売上げは、過去
最高記録を達成しました。新しいメン
バーさんも加わった、新チームでの
記録更新に喜びもひとしお。
H28 年 7 月現在、時給は 440 円です。
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就労継続支援事業Ｂ型

リサイクルショップのご案内
リサイクルショップではお店で販売する品物の提供を皆様にお願いしています。
まだまだ着られる衣類や使える食器、押し入れに眠っている贈答品などの品物のある方は、是非
ご連絡ください。火曜日・木曜日の午後を中心に、ご自宅まで車でいただきに伺います。
よろしくお願い致します。詳細につきましては、電話でお問い合わせください。
（営業日）月曜日～金曜日の 10：00～15：30 まで営業しています。（土日祝日を除く）
（連絡先）電話 ０４２２－４1－8369 むうぷ舎新川 （第 1・3・5 水曜日のみ 12：15 まで）

メンズ・レディースから、子ども服までお取り扱いしてます。

絶賛 SALE 中！！

実習生の感想
利用者の方々と交流することで、お一人お一人に適した接し方が必要だと学ぶことが出来まし
た。職員の皆様はもとより利用者の皆様にも優しく親切に接していただき、当初の不安もすぐに
消え、とてもよい実習を送ることができました。（東京福祉大学社会福祉学部 実習生）

工賃のご報告
ダイレクトメールの作業場は 2F のため、夏場の資材の運び込みは大変ですが、皆で頑張ってい
ます。また、リサイクルショップは売上 UP を目指し、チラシ配りなどをしています。
Ｈ28 年 7 月現在、時給 440 円です。

Ｈ28 年 4 月より、めだか相談室配属となりました佐藤裕子と申します。
3 月までは、むうぷ舎新川で主にダイレクトメール作業を担当しており、メンバーさんと一緒に作業を
したり、重たい資材を運ぶ力仕事をしていた日々から一転、現在は「作業所に通いたい」「ヘルパーさん
に来てもらいたい」といった障害福祉サービスの利用を希望される地域の皆様の相談支援業務が中心
となっています。
まだまだ分からないことばかりで毎日が勉強ですが、皆様のお役に立てるよう頑張ってまいります
ので、どうぞよろしくお願い致します。
－４－
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就労継続支援事業Ｂ型

「就労支援センターかけはし」による出張講座を行いました

（7 月 14 日）

「三鷹市障がい者就労支援センターかけはし」の職員さんに来ていた
だき、就労支援の具体的な流れ、センターの利用方法についてなど、
お話いただきました。一般就労に興味のあるメンバーさん６名が参加
され、みな真剣な表情で説明を聞かれていました。食茶房むうぷでは
今後も就労を希望されるメンバーさんの支援を行っていきます。

＜利用者の声＞
・将来、就職に向けて役立つお話を聞けて良かったです。(F.I さん)
・これからのことについての具体的な話が聞けたので大変参考になりました。（H.T さん）
・具体的な話が多く、参考になりました。今後の進路を考えるにあたってとてもよかったです。(S.M さん)
・疑問点が解決でき、将来の就労への見通しが立てられたかなと思います。（T.T さん）
・障害者であることを少しですが前向きにとらえることができ、参加してよかったと思います。（H.N さん）
・いずれは、かけはしに登録したいと思いました。（Y.H さん）

シフォンケーキ、ラスクはじめました

お花見 in 仙川公園（4 月 6 日）

6 月からシフォンケーキとラスクの販売を始めました。
メンバーさんにも袋詰めやラベル貼りの作業を担当していただ
いています。ぜひお試しください！

＊米粉のシフォンケーキ

（抹茶・きな粉） １６０円

米粉は小麦粉に比べ血糖値が上がりにくいため、糖質制限を行
っている方にもオススメ。モッチリとした食感がやみつきです。
お持ち帰り用もご用意しております。

今年も仙川公園でお花見を行いまし
た。当日は雨の合間をぬうような絶妙
なタイミング。メンバーさん、職員、計
11 名が参加しました。
歌や、楽器の演奏など、みなさん思
い思いに特技を披露されました。所長
お手製のよもぎ団子なども振る舞わ
れ、お腹も心も満たされる、楽しい会と
なりました。

＊ラスク （プレーン・はちみつ・抹茶） １００円
控えめな甘さで好評のシュガーラスク。
もとになるフランスパンから手作りしています。使用しているバ
ターは品質の高さが特徴の「よつ葉バター」。シンプルなプレー
ン、抹茶やはちみつ味など、三種類ご用意しております。

工賃のご報告 食茶房むうぷは、自然食のレストラン営業やお弁当配達を行っており、利用者さんにお支払
する工賃は、Ｈ28 年 7 月現在、時給４４０円となっております。みんなで地域の方々に美味しいものをお届けで
きるよう毎日頑張っています！
－５－
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三鷹に精神障がい者の共同作業所作りを進める会
昨年度は皆さまの多大なるご協力により、むうぷ舎の活動を支援

進める会のページ
平成 27 年度 決算報告

することができました。今年度もどうぞ宜しくお願い致します。

平成 28 年度

予算

平成 27 年度 決算

収
入

会費収入
寄付
雑収入
前年度繰越

合計

93,000
0
172
1,093,241

1,186,413

平成 28 年度 予算
会費収入
70,000
寄付
0
雑収入
0
前年度繰越
1,079,384

合計

平成 27 年度 決算

支
出

事務費
たより発送費用
地域活動費
謝礼
予備費/次年度繰越

合計

1,149,384
平成 28 年度 予算

4,374
20,000
62,655
20,000
1,079,384

1,186,413

事務費
たより発送費
地域活動費
謝礼
予備費/次年度繰越

合計

5,000
40,000
60,000
20,000
1,024,384

1,149,384

むうぷ舎まつりのお知らせ
来る 10 月 1 日（土）に第 7 回むうぷ舎まつりを開催いたします。午前 11 時～午後２時（第１部）バザー、軽食、
綿菓子プレゼント。午後３時～４時（第２部）太宰朗読会（予約制）。今回も楽しく盛り上がれるよう、進める会と
して協力していきたいと思います。皆様のご来場をお待ちしております。

会費納入ありがとうございました（平成 27・28 年度会費）
（平成 28 年 3 月～7 月到着分）
田中三千秋様、長谷川病院デイケア科の皆様、小船井美那子様、竹川麻衣様、
篠崎範司様、鈴木健三様、川井哲郎様、栗原マサエ様、宍戸喜代子様、岩田久
治様、西三三美様、清水靖子様、大澤千里様、岩井美代子様、梨木信彦様、島田
ミサオ様、小澤良子様、大久保弘子様、湯川エイ子様、日置則子様、篠原真知
子様、山田ルイ様、守口恭子様、梅原昭夫様、山口由美子様、匿名ご希望様

太宰クッキー

（税込価格）１０００円

みたかのおみやげ 認定商品
桜桃・紅茶・ココア味 クッキー18 枚入

<販売場所> NEWDAYS 三鷹店（三鷹駅）

＜進める会年会費 郵便振り込み口座のご案内＞
郵便振込口座番号
００１００－１－４１３２１３
加入者名
三鷹に精神障害者の作業所作りを進める会
年会費
2000 円 むうぷ舎だよりをお届けします。

みたか観光案内所（三鷹駅南口徒歩１分）
太宰治文学サロン（三鷹駅南口徒歩５分）
星と風のカフェ（三鷹駅南口徒歩７分）
ぽけっと（三鷹市役所内売店）
食茶房むうぷ

＜製造＞

障害福祉サービス 就労継続支援 B 型 （精神科通院中の方）
見学希望の方はお電話でご予約ください。
むうぷ舎中原 三鷹市牟礼７－５－１４－１Ｆ
☎ 0422（49）3583
むうぷ舎新川（法人本部）三鷹市新川４－９－５ ☎ 0422（44）7507
食茶房むうぷ 三鷹市新川６－９－２３
☎ 0422（43）4600
めだか相談室 三鷹市新川４－９－５
☎ 0422（43）0171
ホームページ 『むうぷ』 で検索
http://muwp.tokyo/
－６－
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むうぷ舎中原
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