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むうぷ舎だより

83 号

祝 30 周年

むうぷ舎設立 30 周年記念式典・祝賀会を行いました

▲式典後は会場を移し、華やかな立食パーティーの
祝賀会。
◀式典にはご縁のある 100 人近くがお集まりくだ
さいました。

2018 年 9 月 29 日（土）の午後、三鷹産業
プラザ 7 階の会場で、30 周年を記念して式
典と祝賀会を開きました。
式典では、はじめに一瀬清理事長から、設
立当時を振り返りご挨拶をさせていただきま
した。続いて、これまであたたかく支えてく
ださった清原慶子市長からお祝いの言葉と感
謝状をいただきました。また、地域のリーダー
のみなさまからも、むうぷへの思いや励まし
の言葉をいただき、日頃から見守られている

ことを改めて実感しました。感激するととも
に、感謝の気持ちがあふれてきました。
その後、来賓の方々のご紹介、長年通所さ
れているメンバーさんへの表彰状授与、メン
バーさんや職員たちの和やかな写真を大画面
のスライドショーで披露しながらの各事業の
活動紹介と続き、あっという間に楽しい時間
が過ぎました。
みなさまにお越しいただきまして、本当に
ありがとうございました。
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年
祝 30 周

記念式典のご挨拶
この街に根ざし、

人々に寄り添い、共感を大切に
社会福祉法人むうぷ理事長 一瀬 清

むうぷは、 小規模共同作業所とし
て 15 年、 社会福祉法人として 15 年
の長きに渡って福祉事業を続けてき
ました。 行政、 病院、 商工会、 市民
の方々のあたたかい支援あってのこと
です。 関心を向け、 力を貸してくだ
さったすべての人に感謝しています。
30 年前、 三鷹市には精神障害の
ある人のための作業所がなく、 市民
の有志が集い、 地域に根ざして街の
人に役立つ仕事をつくる活動をはじ
めました。 特に思い出深いのは、 学
校の体育館を借りて行った盛大なバ
ザーです。 タンスや電化製品を含む

に
んの優しさ
メンバーさ
ん
さ
が、たく
触れる交流
。
ありました

たくさんの提供品が集まり、ボランティ
アスタッフが 90 人も集まり、 売り上
げは 70 万円を超え、 大きな力に支
えられていることを実感しました。
今では 3 事業所で活動しています。
意志と行動があれば、 実現できるも
のだと感慨深いです。人に寄り添い、
人の気持ちを考え、 共感を大切に
する姿勢は、 最初の頃と同じです。

三鷹市から感謝状
地域の福祉向上への貢献に、
三鷹市から感謝状をいただ
きました。

30 年前の原点と、むうぷの「今」をご紹介
式典では、 大画面でスライドショー
をご覧いただき、 これまでの歩みと
現在の活動をご紹介しました。 ナ
レーションを担当したのは、 一瀬理
事長と各事業所の所長たち。
30 年前の共同作業所の開所式や
バザーなどの懐かしい写真を皮切り
に、 現在の活動風景、 むうぷ舎ま
つり、 一泊旅行、 クッキーの出張
販売などの様子を次々と映し出しま
した。 とりわけメンバーさんの笑顔が
輝いて見えました。 絵画クラブや草
木染クラブのメンバーさんの迫力の
ある作品もご披露しました。

上‖設立当初からの写真を大画面で紹介。
左‖全体の解説をする新納麗子理事。
右‖各事業所の活動を紹介する所長たち。
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設立 30 周年の祝辞

祝 30
周年

「おかげさま」と「お互いさま」で、
すべての人の尊厳を大切に
三鷹市長 清原 慶子 氏

むうぷ舎設立 30 周年、 おめでとう
ございます。 お祝いの席に参加でき
てとても光栄です。
市役所の売店で売っているむうぷさ
んのお弁当は、 栄養バランスが良く、
愛情もたっぷり。 私も週 2 回は食べ
ています。 元気でいられるのは、 そ
のおかげと思っています。
むうぷさんは、 憩いの場、 生活自
立支援の場、 働く場を広げています。
すべての人の尊厳を考え、 ともに支
え合う 「おかげさま」 と 「お互いさま」

食茶房むうぷのお
弁当は
“ビタミン I（愛）
”が
たっぷり！

の活動です。 さらに、 三鷹のおみや
げ TAKA-1 （み た か セ レ ク ト ONE）
認定の焼菓子は、 三鷹の魅力を発
信する大きな力になっています。 これ
からの未来が楽しみです。
三鷹市では、 むうぷさんのような団
体、 市民、 行政がフラットに信頼し
合い、 精神障がいのある人を支援し、
協働して暮らしていける街を目指して
います。 力を尽くしてくださる方々に、
感謝します。 むうぷのみなさん、 ま
すますご活躍ください。

長年の通所に、感謝を込めて表彰
7 名のメンバーさんに、一

7 名を代表して、八木さん

瀬理事長から表彰状をお渡し

と鈴木さんから、
「毎日が充実

井友子さん、村上千恵さん、

がえのない場所です」など、

しました。むうぷ舎中原の石
八木建次さん、むうぷ舎新川
の佐藤克彦さん、福田快良さ
ん、宮嶋玲子さん、食茶房む
うぷから鈴木伸夫さん。

設立 30 周年
ぷ舎
記
う
念
む

『人にやさしい街づくりを』
を発行しました

しています」
「むうぷは、かけ

感想や思いが伝えられ、会場

からあたたかな拍手が送られ
ました。

むうぷの「いま」と「これまで」を一
冊にまとめました。地域のリーダーの方々
をはじめ、関連の病院や施設の方々から
心のこもった寄稿も盛りだくさん。おか
げさまで、いろいろな視点からむうぷを
知っていただける濃い内容になりました。
30 周年記念式典で皆様にお渡ししまし
た。ご希望の方には郵送させていただき
ますので、ご連絡をお願いいたします。
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祝賀会は、華やかな立食パーティー

！

年
祝 30 周

かんぱ

〜

い

むうぷ舎新川の発表︒職員
から﹁みかん石鹸﹂の作り
方の楽しい動画の披露も︒

乾杯の音頭は、三鷹商工会会長の岩崎守利氏。

発表タイムには、歌や動画も！

食茶房むうぷのメンバーさんと職
員からは、日頃の活動についての
説明と感想の発表。

〜♪
ららら

メンバーさんも職員も大活躍

むうぷ舎中原はみんなで合唱のあと、一人ひとりが思い
を伝えました。

メンバーさんの熱演に、感無量。
ユーモアあふれる発表に、笑顔いっ
ぱいの会場。

式典の最後の締めの言葉は︑
酒井利高理事から︒

朗らかな交流タイムは、
心が和むひとときでした。
式典・祝賀会ともに司会はアナウンサーの
原きよさん。太宰つながりのご縁です。
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心から敬意を

三鷹市社会福祉協議会 会長

吉野 壽夫 氏

長年の活動では、 苦労も多々あったと思いま
す。 それを支える多くの人の存在を感じます。
商品や行事を通して地域に根ざす活動をされ
ているのは、 地域おこしにもつながる好事例だ
と感じます。今後の発展を楽しみにしています。

受け身になりがちな福祉に
積極的な姿勢が光る

東京都商工連合会 顧問

佐藤 文典 氏

商工会の 「実践経営塾」 に新納理事が参加
されたとき、 「なぜ福祉関係の人が？」 と不思
議でした。 その後 TAKA-1 認定のクッキーが誕
生し、 事業の自立を目指す攻めの姿勢であると
理解しました。 今後の成長に期待しています。

心に響くお言葉をちょうだいしました。

地域に根ざす活動に

たくさんの方々から
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祝 30
周年

これから 40 年、50 年と
ますますの発展を

東京都議会議員

中村 ひろし 氏
制度が不十分だった時代からの 30 年は、 多
難な一年の積み重ねではなかったかと想像しま
す。 地域に根ざしたむうぷさんの活動を通して
人と人がつながり、 障がい者への理解が広まっ
ていると感じます。 その活動に敬意を表します。

楽しい商品企画が

「やりがい」を生んでいる
株式会社文伸 代表取締役社長

川井 信良 氏

「太宰クッキーを三鷹の名物にしたい」 という
新納理事からの相談が、 協働の始まりでした。
パッケージはうちのデザイナーが担当しました。
その後の展開はめざましく、 地元の印刷会社と
して協働できて嬉しく思っています。

ありがと
う
ございま
した！
祝賀会の終わりの言葉
を述べる熊井利廣理事。

お仲間からも心のこもったメッセージ
祝賀会の場では、地域のつながりでいつもお世話になって
いる以下のみなさまから、親愛と共感に満ちたメッセージを
いただきました。ありがとうございました。
◎和田多佳子様（医療法人社団 碧水会 長谷川病院 医療社会事
業部部長）
◎山中恵子様（公益財団法人 井之頭病院 デイケア部
部長）
◎花立幸代様（医療法人社団 欣助会 吉祥寺病院 医療相談
室長）
◎小宮浩美様（武蔵野大学 看護学部講師）
◎矢野勝巳様（社
会福祉法人 三鷹授恵会 三鷹市障がい者自立支援センターゆー・
あい施設長）
◎堀内久美子様（三鷹市障がい者就労支援センター
かけはし施設長）
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進める会年会費
郵便振込口座のご案内
【郵便振込口座番号】0100-1-413213
【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】2,000 円
「むうぷ舎だより」をお届けします。
会費納入ありがとうございました

高橋泰子様、浅沼奈美様、山田ルイ様、日置則
子様、桑田知子様、川口真知子様、平出弘様
（平成 30 年 4 月〜平成 30 年 10 月到着分）

新たに入会される方を募集しています
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https://muwp.tokyo/

むうぷの「今」を伝える WEB サイトにリニューアル

悩みをかかえて一歩を踏み出せない人や、
周囲で何ができるか探している人たちに、
むうぷの存在を知っていただいて、 ふんわり
と勇気を届けたい……そう願って、 30 周年
を機に WEB サイトを新しくしました。
むうぷの 3 事業所の様子を知っていただく
ためのページ、 素材と手づくりにこだわる自
然食ランチと焼菓子を広く伝えるためのペー
ジ、 そしてむうぷの理念と活動から共感を生
み出すページで構成されています。 ぜひご
覧ください。 そして情報を必要とする方が周
囲にいらしたら、 教えてあげてください。

むうぷらしいアットホームさが伝わる写真
の数々、必見です

スマホでも見やすくなりました

２つの新商品も
TAKA-1 に仲間入り！

「太宰ロゴ入りケーキ」は桜桃、コー
ヒー、抹茶甘納豆の 3 種。1 個 200 円。

お

い合
＼ むう問
ぷ舎中わせは、
原へ ！
／

「太宰ロゴ入りクッキー」と「たかじょ
う く ん 抹 茶 ク ッ キ ー」に つ づ い て、
2018 年 9 月に 2 つの新商品「太宰ロゴ
入りケーキ」と「たかじょうくんナッツ
クッキー」も、三鷹のおみやげ TAKA-1
（みたかセレクト ONE）
」の認定を受けま
した。自慢の美味しさです。太宰シリー
ズは、各種詰め合わせも増えました。

「たかじょうくんナッツクッキー」は
くるみ、アーモンドチョコチップ、
ホールアーモンド、塩チーズアー
モンドの 4 種類。3 枚入り150 円。

むうぷ舎の場所

メンバーさん募集中
障がい福祉サービス「就労継続支援事業 B 型」
精神科通院中の方も働くことができます。

見学ご希望の方は、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 三鷹市新川 4-9-5

☎0422（44）7507

めだか相談室 三鷹市新川 4-9-5

☎0422（43）0171

食茶房むうぷ 三鷹市新川 6-9-23
WEB サイト

むうぷ

検索

☎0422（43）4600
https://muwp.tokyo/
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