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-　1　-

　食茶房むうぷにはギャラリーコーナーがあります。
　通所されている利用者さんの作品展示に活用できな
いかと話し合い、第1回は「しっぽといきる展」と題して、
しっぽのある動物をテーマに作品展示を行いました。
　自宅で描いてきた絵や、猫にまつわる詩、消しゴム
ハンコを作成して作ったポチ袋などを展示。ねこ型の
クッキーや、食茶房むうぷで人気の琥珀糖「星のかけ
ら」も特別にねこ型を作って販売しました。
　企画段階から利用者さんが中心となって活動し、皆
で協力して作品を作ることができました。
　ギャラリー展によって、食茶房むうぷをご存じなかっ
たねこ好きな方々にも来店していただくことができ、ご
来店の良いきっかけになったと思います。ギャラリー
を活用した企画展は、引き続き食茶房むうぷの活動に
していきます。
　次回は 12 月に藍染展を行う予定です。ご来店をお
待ちしております。

食茶房むうぷで

メンバーさんの作品を展示

ギャラリー展を開催しましたギャラリー展を開催しましたギャラリー展を開催しました

◀ねこ型クッキー
▼肉球マドレーヌ

「星のかけら」
も特別にねこ型
で作りました▼

▲メンバーさんの作品を所狭しと
　にぎやかに展示しました

皆で協力して準備しました▶

藍染展 予定次回は
羊毛フェルトの指人形 12月1日（水）～12月24日（金）
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　三鷹ボランティアセンター主催の「メンタルヘル
スボランティア養成講座」が開催されました。普段
はボランティアセンターを会場に実施されているそ
うですが、今回は参加された市民の皆さんに食茶
房むうぷを見て、雰囲気やメンバーさんが働いてい
る様子を感じていただきたかったため、食茶房むう
ぷの客席を会場とし、参加者に集まっていただきま
した。当日は、メンバーさんに食茶房むうぷを利用
し始めた経緯、いま担当している仕事、利用してい
てよかったと思うこと、今後の目標などを話してい
ただきました。
利用し始めた経緯
● 担当の支援員さんからの紹介で見学に来ました。
   働くことが楽しくなりそうなイメージが湧きました。
● 食茶房が出来た時から利用しています。実家が農
   家なので、野菜のことなど経験も豊富なので適し
   た仕事だと思いました。
● デイケアのスタッフからの紹介で見学にきました。
   活気があってみんなテキパキ働くな、という印象
   でした。
いま担当している仕事
● 厨房の作業を担当しています。洗い物を協力しな
   がら進めるのが得意です。
● メイン料理の調理を担当しています。トイレ掃除
   もやりますが、一般就労で清掃をしていた経験が
   役に立っています。
● 厨房で翌日の調理の準備をしています。食材を用

   意したり、調味料の補充をしておきます。どの仕
   事も好きで楽しんでいます。
利用していて良かったと思うこと
● 支援体制がしっかりしていて安心しています。
● メンバーさん同士、声を掛け合い教えあったりし
   て楽しく穏やかな雰囲気がとても好きです。
● 調子の悪い時でも作業内容を柔軟に変更、対応
   して頂けるので無理なく働けています。
● 生活にメリハリがついている。
● 人と触れ合うことが好きだと気づきました。
● 病気が安定してきました。心穏やかに人にやさし
   くできるようになりました。
● バランスの良い食事を食茶房で摂ることができます。
今後の目標
● 今までの経験が役に立つ仕事がしたいです。
●  いつも支えてくれている家族や友人に安心しても
   らえるように元気で健康になっていきたいです。
● 人の役に立つ人になりたいです。
● 70 歳までむうぷで働きたいです。

　人前で話をする、そのための準備をするという経験ができ、メンバーさんにとっても良い機会でした。

メンタルヘルスボランティア養成講座に参加しましたメンタルヘルスボランティア養成講座に参加しました

参加した方々の感想
● 身近にこのような施設があることを知りませんでした。
● 精神障がいがあるといっても他の人たちと変わらないということが
   わかりました。
● 皆さんとても生き生きとされており、居場所はすごいと思いました。
● 利用者の皆さんが前向きに進もうとしているのを感じました。
● 皆さん明るく、職員がいいサポートをしていると感じました。

利用者さんの感想
● 緊張したけれど、たくさんの人
   の前で話せて良かったです。
● 精神障がいについて理解して下
   さる方が少しでも増えるといい
   と思いました。

参加者の皆さんとの座談会にも出席させていただきました参加者の皆さんとの座談会にも出席させていただきました
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むうぷ舎中原 メンバーさん募集中　☎ 0422（49）3583
ダイレクトメールの封入封緘、クッキー作り職 種
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メンバーさんの想い

職員の想い

出発進行！

クッキー移動販売車クッキー移動販売車

夢を載せて

車体にはたくさんの “む” を散りばめました。
いくつあるか探してみて下さいね♪

　新型コロナウイルスの影響により、むうぷ舎中原の授産
事業は大きな打撃を受けました。授産収益の落ち込みは、
利用者さんの生活に不安をもたらすという危機感の下、ま
ずは製菓事業で新たな試みを検討しました。真っ先に浮か
んだのはインターネット販売。けれどもどこかしっくりしな
い感覚が拭えませんでした。
　そんな中ある日浮かんだのが、以前からいつか実現させ
たいと考えていた移動販売事業でした。
　コロナ禍に行う事業としては真逆の発想かもしれません
が、ここにはお一人お一人のもとにむうぷ舎中原のクッキー
やケーキを届けたいという想いがあります。利用者さんが
誇りを持てる、また地域に愛される事業にしたいという想
いがあります。
　夏から動き出した企画はようやく形になりました。遂に
クッキー移動販売車の完成です。車のデザインは、中原の
クッキーが多くの方の笑顔に繋がるようにという願い、ま
た誰もがこの街で自分らしく生きていけるようにという願い
を込めています。
　三鷹の街の中、いろいろな場所に出かけて行こうと思い
ますので、見かけた際は是非お声がけください♪

か

思

夢　　の実現をイメージした移動販売車。人との繋がり、地域での共生
を願って、旬の中原活動の集大成を運んで走ります=꒱（木戸）
　　わず笑顔になるほどかわいいこの車で、メンバーさんとクッキーを
販売に行くのが楽しみです！（工藤）
　　わいらしい移動販売車に乗って皆さんのところに中原のクッキーを
お届けします。「来て欲しいな」と気軽によんでください。たくさんの
方にお会いできるのを楽しみにしています。（関口）

む 私　　は障がい者として１５年前からむうぷ舎中原で働いています。みん
な、一生懸命働いていて、むうぷで働いていることを誇りに思っていま
す。コロナ禍で大変な中、みんなでむうぷは今後どうしたらよいか考え
ています。
　今むうぷ舎中原で一番、大きなニュースなのは移動販売車です。む
うぷで製造しているたくさんの種類のクッキーを移動販売車で街に繰り
出し販売します。
　楽しみにしていた移動販売車は 10 月 29 日にお披露目があり、みん
なで盛り上がり楽しかったです。ピカピカでとても可愛い移動販売車に
みんな感動し、いよいよという思いを持ちました。待ち焦がれていた、
完成した移動販売車を見たみんなの顔は、生き生きとしてニコニコして
輝いていました。
　移動販売車はとても愛らしいイラストが描いてあります。男の子、女
の子、お年寄り、妊婦さん、レッサーパンダ、うさぎ、小鳥などが描
かれています。色は水色でとてもさわやかです。軽自動車でとても可愛
いです。みんなの思いを乗せた移動販売車がたくさんの方々に愛され
ますように祈っています。
　すごく美味しくて食べると幸せな気持ちになるむうぷのクッキー。た
くさんの方々に早く食べてほしいです。（Ｃ・Ｍさん）

　　うぷ舎中原に通所し始めて4 年、クッキー作業に参加するようにな
り3年半になりました。
　コロナ前は販売会があると、「ここのクッキーは美味しいんだよね、
私〇〇味が好きなんだ。」とお目当てのクッキーを買いに来てくれるお
客さんが沢山いました。でもクッキーを納品したお店からの返品が多く
なり、「どうしてなんだろう」と心が痛みました。
　最近メンバーが配達に参加するようになり、お店での販売の様子を
見る事が出来ました。お店に場所をお借りして販売している様子に、自
分達のお店があったら…と強く思う様になりました。中原の玄関先にクッ
キーの販売所のような場所を作れないかと職員さんに言ったこともあり
ました。今では玄関先に黒板やのぼりが立ち、お客さんが立ち寄ってく
れることも増えてきました。とても嬉しく思っています。
　クッキーの移動販売車は自分たちのお店が持ちたい、発信したいと
考えていた中原皆の夢と想いがつまっています。お客さんを待つ立場か
ら、中原のクッキーの美味しさをもっと沢山の人に知ってもらう事が出
来る。知ってもらえたら、お客さんとのやり取りも増え、まわりに笑顔
も増える。クッキー作業に興味を持ってくれるメンバーさんも増え、苦
労を分かち合える仲間も増える。それで工賃アップにつながれば、こん
なに嬉しい事はありません。
　最初はうまくいかないかもしれない、そんなに簡単な事ではないと思
います。でもいつか「あ！むうぷのクッキーだ！」と言って、周りのお
客さんが嬉しそうに寄ってきてくれる…。そんな風になれたら…と思っ
ています。（Ｔ・Ｉさん）

クッキー移動販売車ショートムービーは
こちら♪
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むうぷ舎新川 メンバーさん募集中　☎ 0422（44）7507
ダイレクトメールの封入封緘、リサイクルショップ職 種
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リサイクルショップでは、お客様に喜んでいただけるように、
丁寧な検品と丁寧な接客をめざしています！

リサイクルショップとダイレクトメール
の収入から経費を引いて、メンバーさん
に工賃としてお渡ししています。仕事は
わかりやすくやりがいがあると喜ばれて
います。

工賃のご報告

皆勤手当 有り・交通費全額助成

〈令和3年10月〉

「アルバイトへのステップアップとして、就労支援プログラムに参加しました。やりがいを
感じて日々がんばれています。」（参加されているメンバーさんの感想）

2019年度　   就職者4名
2020年度　   就労継続支援A型へ1名
2021年度　   就職者1名

ご希望の方にはアフターケア実施中！

就労支援プログラムを始めました！

お気軽に見学にいらしてください！　ご希望に沿って、
週1日からでも、短時間からでも大丈夫です。

☎ 0422-44-7507（平日 9：00 ～ 17：00）

メンバーさん募集中！

就職者数（短時間勤務も含む）

時給５４０円

リサイクルショップ
お客様に好評です！

● お客様が楽しそうに品物を見ていらっしゃる姿を拝見
  して、私も楽しい気持ちになります。
● 以前、販売の仕事をしていたので、真心ある接客を
  意識しています。

ご提供していただける洋服や食器、アクセサリーなどが
ありましたら、車で回収に伺います。お電話をお願いい
たします。

一瀬理事長に藍染を教えていただいて、
楽しい時間を過ごしました。草花の風合い
を生活の中に取り入れて、
自然の力に癒されています。

メンバーさんの感想

三鷹市内の方へのお願い

☎ 0422－41－8369（平日 10：00～ 16：00）

星の模様に
挑戦しました！

★
Ｔシャツを

藍で染めました！
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食茶房むうぷ メンバーさん募集中　☎ 0422（43）4600
自然食レストラン、調理や接客職 種
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多くのお客様に喜んでいただけ

るよう、美味しく安全な食事の

提供を心がけています。

皆で声をかけあいながら楽しく

作業をしています。

現在、時給は５８０円です。

皆勤手当  有り
交通費全額助成

藍 染 体 験 会
　一瀬理事長に教えていただきなが
ら、 藍染体験会を行いました 。
　藍染は、ビー玉や割りばしを使って
絞ったり、 板に挟んだりして、模様付
けします。参加者はみんな思い思いの
柄を想像しながら作品を作り、出来上
がりを見て歓声があがりました。どの
作品も素敵に仕上がりました。
　12 月から藍染展で展示販売を行い
ます。店内ギャラリーで開催します。
芸術的な作品をご覧ください。

　食茶房むうぷの消防機器点検をしていただいている業者
さんをお迎えして、 消防訓練を実施しました。
　避難経路や消火器、非常ベルの場所を確認した後、実
際に消火器の使い方を教えていただきました 。参加者全員
が水の入った練習用消火器で実践しました。また、 非常ベ
ルの仕組みなども教えていただきました。

12 月に展示販売します12 月に展示販売します

● 初めて消火器を使うことができた。
● 避難経路を確認できて良かった。
● 今度は救急講習も受けてみたい。

メンバーさんの感想

ぜひご登録 ＆ ご活用ください

食茶房の最新情報＊発信中

消防訓練を行いました

Ins tagram
お店情報をお届け！

からLINE
メニューを配信！

で

工賃のご報告
〈令和3年10月〉

食茶房の日替り弁当や
ふりかけ、お菓子をチ
リンチリン三鷹に配達
していただいています。

に登録しました！

チリンチリン三鷹

就職者1名
就労移行へ1名

2019年度

2020年度

2021年度

就職者3名
就労移行へ1名

就職者4名

就職者数（短時間勤務も含む）

ID で検索

Shokusabou_muwp
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むうぷ舎の行き方

むうぷ舎中原

むうぷ舎新川

食茶房むうぷ

三鷹駅南口バス7番▶仙川駅行き：新川通り下車 7分
吉祥寺駅南口バス2番▶千歳烏山駅北口行き：新川宿下車2分

三鷹駅南口バス7番▶仙川駅行き：中原小学校下車 2分
吉祥寺駅南口バス7番▶仙川駅行き：中原小学校下車 2分

三鷹駅南口バス7番▶仙川駅行き：杏林大学病院前下車1分
吉祥寺駅南口バス7番▶仙川駅行き：杏林大学病院前下車1分

三鷹市牟礼 7-5-14-1F

三鷹市新川 4-9-5

三鷹市新川 6-9-23

【郵便振込口座番号】

【加入者名】

【年会費】

00100-1-413213

三鷹に精神障害者の作業所作りを進める会

2,000 円 「むうぷ舎だより」をお届けします。

◉ 新たに入会される方を募集しています ◉

　日頃より皆様には多大なるご協力を頂き、
感謝申し上げます。
　今後も三鷹市の発展に貢献出来るよう、
努めていきたいと思います。
　今後ともよろしくお願いいたします。

三鷹市市制施行70周年記念式典にて

感謝状を頂きました

むうぷ舎まつりの開催を中止します

おしらせ

　今年度のむうぷ舎まつりは、新型コロナウイルス
感染症における現在の状況を踏まえ、中止とさせて
頂きます。
　また皆様にお会い出来る日が、一日でも早く来る
ことを願っております。

　むうぷ舎中原では現在「おむすび販売事業」
の準備を進めています。ヤマト福祉財団様から
「新型コロナウイルス感染症対応臨時助成金」と
して助成金を頂けることにな
り、キッチンカーを購入予定
です。中原の事業は、ヤマ
ト福祉財団 NEWS にも取り
上げていただきました。新た
な事業にご期待下さい♪

COMING SOON
おむすび移動販売事業

むうふ舎中原
。

三鷹に精神障害者の共同作業所作りを
進める会

三鷹に精神障害者の共同作業所作りを
進める会


