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むうぷ舎だより　 2022年10月 89号 

電通大の佐藤証ゼミとの連携で、水耕栽培のミニトマトをお弁当にも！

　 食茶房むうぷは、市内や多摩地域の農家さん、子どもの居

場所、近隣の大学等の教育機関などと連携し、地域のお役に

立つ事業を実現していこうと考えています。地元農家さんた

ちの農産物を材料にしたお菓子の商品化、試作も積極的に

進めています。どんな美味しいものになるか、お楽しみに！

　琥珀糖「星のかけら」　▶︎
三鷹市「森屋農園」さんのバ

タフライピーを使用。バタフ

ライピーのアントシアニンと

レモンの酸が反応し、きれい

な色になります。独特な

食感と、ほどよい酸味

が疲れを癒してくれ

ます♡ 食茶房むうぷ

で販売中。1袋150円。

　 調布市にある国立大学法人電気通信大学の佐藤証ゼミが

進めている研究のひとつが、情報通信技術（ICT）を活用した

水耕栽培です。7月22日と29日、食茶房むうぷの利用者と

スタッフでおじゃまし、ミニトマトなどを収穫させていただき

ました。9月からは同じ水耕栽培設備が三鷹図書館本館に設

置され、食茶房が管理をお手伝いしています。そこで穫れた

ミニトマトが食茶房のお弁当に彩りを添えることもあります。

　 きっかけは、地域の活動をしている方のご紹介でした。「障

がいのある人もない人も垣根のない関係をともに築いてい

きたい」と話していたら、素敵なご縁をつないでくださいま

した。食茶房むうぷは、2022年度から「地域貢献事業」を事

業の柱に加え、こうした新たな試みに力を入れていきます。　　　

地域の農家さんたちとも、一緒にできることをひとつひとつ

◀︎ ラズベリーパフェ＆琥珀糖

三鷹市「富福農園」さんのラズベリーを使用して、

ルビー色のパフェと琥珀糖を作りました。今回は

パフェは数量限定の特別裏メニューでしたが大

好評。来シーズンが今から楽しみです♪

SSKO 

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。

むうぷの理念

「むうぷ」の名の由来は、みたか Mitaka ＋ 共同 Union ＋ 作業 Working ＋ 所 Place です。

「食茶房むうぷ」の最近の取り組みをご紹介します

　　　　もうすぐキウイも登場します　▶
三鷹市「よしの園」さんとは、居場所づくりプロジェ

クト「だんだん・ばぁ」の加藤雅江さんのご紹介でつなが

りました。11月は、三鷹名産のキウイが収穫期です。

ケーキ、ミニパフェなどを考案中。乞うご期待！

食茶房むうぷ　▶︎
心と体に優しい定食が

評判。常連さんの多い

お店です。ここを拠点

に、さらに地域との連

携を深めていきます。

▲食茶房むうぷが販売する

 　ミニトマト入りのお弁当。

　 まさに地産地消の試み！  

丁寧に手で収穫 ▶︎
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「就労支援プログラム」って？　 TOPIC 

一般就労を希望する人のために、サポートプログラムがあります

「寄り道していた時間分、働いてみよう」と思ったのがきっかけでした」

　 むうぷ舎新川に通うようになって今年8月で丸4年になっ

たIさんは、昨年6月から「就労支援プログラム」に参加してい

ます。「15時半に仕事を終えると喫茶店に寄ってお茶して帰

るのが習慣でしたが、もう少し働いたら集中力や体力もつく

かな」と考えたのだそうです。「きつかったら休んでもいいで

すよ」というアドバイスにも、背中を押されました。

　やってみると、いつもの作業の延長だったので無理なく45

分続けられて、そのうちに仕事のスピードもアップして、そう

なると楽しさが増し、達成感も大きくなりました。それまで午

後だけでしたが、「午前中もやってみよう」と、今では週2日

は丸1日通所できています。

　 「ほどよく無理して一ヶ月働いてみると、週何回なら丸1日

大丈夫かな〜などと自分で試行錯誤できるようになるんで

すよ。おかげで今は週5で通えるようになり、一般就労の週

20時間以上に近づき、将来を前向きに考えられるようにな

りました」とＩさん。働く時間が長くなると収入が増え、さらに

皆勤手当の3,000円というお楽しみもモチベーションにつ

ながっているそうです。

　 むうぷ舎新川は清潔な空間で、仕事中はみんな黙って集中

しているので、その環境もとても気に入っているとのこと。

好循環が生まれるには、環境も大切ですね♪

「就労支援プログラム」は、こんな風になっています

対象 ： むうぷ舎新川の利用者さんで一般就労を希望し、健康管理・日常生活

　　　　　管理ができている方。

　　　　　週4〜5日休まず通所した実績が3ヶ月以上ある方。

目標 ： 職業準備性を高めるために、実践的な労働習慣を身につけます。

　　　　  挨拶、報告、連絡、相談、規則の遵守、体力向上など、相談を元に個別

　　　　  に目標を立てます。

流れ ： 申し込み後、職員と面談を行います。職員会議での受け入れ後に、　

　　　　  開始時期、担当職員が決まります。担当職員との面談で、希望や目標

　　　　  を確認してプログラムの内容を決めます。スタート後は、月一回の面

　　　　  談で振り返りをします。DM作業中心で工賃が出ます。体調不良時は

　　　　  お休み。本人の希望で終了することもできます。

安心して泳げる場所で

練習できるのが、

就労支援プログラムです！

　　　　　　　by Iさん

2022年10月現在 ： 週5日

　　　　　　　そのうち2日は午前＆午後

I さんの働き方の変化

2021年6月まで ： 週3〜4日 午後のみ
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むうぷ舎中原　 就労継続支援B型　　　☎︎ 0422（49）3583 職種　ダイレクトメールの封入封緘、クッキー作り 

新事業「おむすび移動販売」を開始！

2人乗りのキッチンカー ▶︎
車内には冷蔵庫やシンク

もあり、調理販売が可能。

こだわりのお米を

▼ 使っています。

　 5月に入職、6月からむうぷ舎中原に配属

になりました。今まで介護老人保健施設でリ

ハビリ業務を行っていました。今までやって

いた仕事と全く異なる分野のため、むうぷ舎

中原で過ごす生活は新鮮な事ばかりです。不

安もありますが、優しいメンバーさんやス

タッフの方に支えられて日々奮闘しておりま

す。もっと頑張ります！

　今後、就労移行支援事業所が立ち上がった

際は、そちらに配属の予定となっています。

メンバーさんが楽しく通えて、働く事への自

信がつけられるような就労移行支援事業所

を一緒に作っていければと思っています。

よろしくお願いします！！

︎ 職員紹介 　大貫真理と申します 

「おむすび」で地域に貢献＆コロナ禍の減収の立て直しも目指します

　 「おむすび移動販売事業」を始めました。なぜ「おにぎり」で

はなく「おむすび」という言葉を選んだのか、なぜ「おむすび」

を販売するのか。いくつかの理由があります。

　 「おむすび」の“結ぶ”という言葉には、この事業をきっかけ

に、メンバーさん・むうぷ・地域の人をつなげていきたいとい

う想いが込められています。

　 クッキー移動販売車と同じように、キッチンカーにはたくさ

んのイラストが描かれています。いろいろな人が住む三鷹と

いう街で、「おむすび」を通して人とつながっていきたいとい

う想いが表現されています。

　 キッチンカーにはイベント販売のイメージもありますが、あ

えて日常の食事場面でいつも食べたくなるような「おむす

び」を販売したいと考えています。新たな取り組みにメンバー

さんがやりがいを感じ、地域とつながるきっかけになること

も期待しています。

　 温かくて美味しい「おむすび」を多くの方にお届けしたいと

思いますので、おむすび・クッキーともに移動販売のご希望

がありましたら、お気軽にご連絡ください！　　　

︎ おむすび移動販売事業  

　 ダイレクトメールと製菓事業を中心に作業を

行っていますが、コロナウイルス感染拡大の影響

で受注が大幅に減少し、2021年度は年間500

万円の減収となりました。利用者さんの生活に

影響を与えないよう工賃の回復を目指し、新た

な事業を立ち上げることにしたのが、「おむすび

移動販売事業」です。

　移動販売車は助成で導入。大学キャンパスや企

業敷地内をはじめ、お年寄りが多く住む都営住

宅や子どもの集まる公園など、市内のさまざま

な場所で販売します。地域の子どもたちを対象

として「朝のおむすび配布サービス」も計画して

います。地域を「おむすび」でつなぎ、事業回復を

実現しつつ、地域貢献も実現していく新事業です。
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▲ 2槽のシンクが設置され

　  ているから調理販売もOK！

インスタグラムで ▶︎
最新情報をチェック！
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むうぷ舎新川　 就労継続支援B型　　　 ☎︎ 0422（44）7507 職種　ダイレクトメールの封入封緘、リサイクルショップ 

２階の作業室の改装が完成。 ８月から定員が30人に増えました 

 むうぷ舎新川で働いてみたいという方をできるだけ多く受

け入れられるよう、3年前から作業室を改装していました。

　　　リサイクルショップに提供品をお寄せください
ご家庭で不要になった洋服や食器、カバン、アクセサリーなどがありましたら、ご寄付ください。お持ち

込みはもちろん、三鷹市内でしたらお電話をいただければ車で回収に参ります。　

☎︎ 0422－41－8369

平日 10：00～16：00

６月より食茶房むうぷから異動してきました。

主にダイレクトメール作業に入っています。

異動から３か月くらいがたち、ダイレクトメー

ルの作業には少しずつ慣れてきました！

これからも皆さんと一緒に頑張りますので、

よろしくお願いします☆

︎ 職員紹介  
吉野ゆかりと申します！ 

❤ ︎ 就労支援プログラムも好評！ ❤ ︎ 
一人ひとりのペースで、より実践的な経験ができま

す（→ p2 「就労支援プログラムって？」 もご覧くだ

さい）。ステップアップを目指す方におすすめです。

今日は
涼しいですね～ 

昨日は
雨でしたね～ 

        ● 工賃と就職者実績の報告 ● 
工賃時給 580円（R4年9月現在）

売り上げが少しずつ増えてきたので、8月からアップ！ 

　　　　 　　 皆勤手当有り・交通費全額助成

就職者実績 （短時間就労を含む）

　　　　　　　R2年度1名／R3年度1名

手に取りやすい間隔に

▼ 食器を並べています。

◀︎ 本のコーナーもあります。一冊

　  ずつ丁寧に検品しています。

　 1Fのリサイクルショップは地域の名店！ 

リサイクルショップは、地域の方々に人気。「服を買うと

きは、まずここに寄ります」という常連さんも。気持ちよ

く品物を見ていただけるよう、清掃や検品に心を配り、

みんなで工夫している成果ですね。
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2階のスペースに作業台や椅子を増設し、作業がしやすくなりました♪

より快適に作業ができるように

作業台や椅子も増やしました。

　 整頓された居心地よいスペー

スでは、自然に集中できてストレ

スも少なくなると感じます。みん

なで気持ちよく利用できるよう

に、日々工夫を重ねています。 敷地内は禁煙

利用者さん募集中です！ 
お気軽にお問い合わせください。 
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食茶房むうぷ　 就労継続支援B型　　　☎︎ 0422（43）4600 職種　自然食レストラン、調理、接客、事務、清掃など 
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下村千亜紀と申します。 
　 これまで高齢福祉の分野で働い

てきました。はじめての分野で戸

惑いもありますが、職員やメン

バーさんと協力しながら働かせて

もらっています。メンバーさんが安

心して笑顔で過ごせるよう、又、心

にも体にも優しい食事を地域の

方々にお届けできるように、頑張

りますのでよろしくお願いします。

栗山愛理と申します。 
　 施設長になりました。食茶房むうぷは

誰にとっても欠かせない「食」を介して

ダイレクトに地域の皆さんつながること

ができる施設です。地域から愛される

施設であるというだけでなく、地域の

皆さんと共に場を創り、地域に貢献して

いく施設のカラーも大切にしていきま

す。色々な「はたらく」が輝く場を創りた

いと思います。よろしくお願いします。

︎ 職員紹介 　 

食茶房むうぷには作業の種類がいろいろ。お仕事が選べます

　 食茶房むうぷは自然食ランチのお店なので、調理や接客の

お仕事のイメージが強いかもしれません。でも実は、ほかにも

いろいろな作業があります。例えば、パソコンを使ってのラベ

ルのデザイン、ブログの更新、伝票のファイリング、お弁当・お

菓子の移動販売、フロアの掃除など。管理を委託されている

水耕栽培設備での野菜の収穫作業もあるんです。立ち仕事も

あれば、座って行う作業もあるので、希望や体調に合わせて

選べます。「やってみたいな」と思うことにチャレンジしてみる

と、意外と自分に合ったお仕事に出会えるかもしれません♪

　お気軽にお問い合わせください。見学もウェルカムです。

「やってみたいな」と思うことを試してみる機会がたくさんあります！！

2022年3月から、新しく2名の職員が仲間入りしました！

スペース 
レンタル 
始めました！ 

＊食茶房の営業中 2〜3時間

①基本料2,000円＋参加者の1drink

②参加者分の定食注文（基本料なし）

ご利用の対象となる方 

精神障がい、知的障がい、高次脳機能障が

い、依存症等があり、「就労を目指すための

準備をしたい」「一般就労をする自信はない

けれど安心できる環境で働きたい」「働くこ

とを通して社会参加したい」などと考えてい

らっしゃる方。

工賃・就職者実績 

工賃時給 ￥580 （R4年9月時点）

交通費全額支給

就職者実績 R3年度 6名

▲ お弁当におかずを詰める ▲ コーヒーを淹れる ▲ フロアを掃除する ▲ 移動販売でお弁当を売る

＊食茶房の定休日・営業時間外

2時間：基本料3,000円

　　　　　厨房利用＋1,000円

3時間：基本料4,000円

　　　　　厨房利用＋1,500円
詳細はお気軽に
電話でお問い合わせください♪
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・・・・・ access ・・・・・ 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

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 2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 2分

むうぷ舎中原 

むうぷ舎新川 

食茶房むうぷ 

【発行】 障害者団体定期刊行物協会　

〒157-0073 世田谷区砧6-26-21

【編集】 社会福祉法人むうぷ　☎︎ 0422(26)9705　

〒181-0002 三鷹市牟礼7-6-3スフィアA102号室

【編集協力】 tomolibre編集室　

【定価】 50円 

バス路線は上記以外にもいろいろあります。

わからないときは、

ご遠慮なく各事業所におたずねください。

お知らせ

● 第５回 ものつくりの会を開催します

　　・・・ 木のつるを使ったかご作り ・・・

「寺子屋むうぷ」のスピンオフ企画Vol.6として「第

５回ものつくりの会」を開催します。作るのは、木の

つるの「かご」。 みんなで自然の素材の風合いを味

わいながら楽しい創造のひとときを過ごしましょう。

会場 ： むうぷ舎中原 （三鷹市牟礼7-5-14）

日時 ： 11月5日（土） 10：00〜12：00

参加費 ： 子どもは無料　大人は300円

講師 ： 社会福祉法人むうぷ理事長  一瀬清

❤ ︎ おむすびを軽食としてご用意します

◆ ︎担当：川島（かわしま）　☎︎ 0422-49-3583

● 「寺子屋むうぷ」を定期開催しています

「こんな時代だからこそ、安心して集える場所が必

要！」 と2021年4月にスタートした「寺子屋むう

ぷ」。みんなでおしゃべりしたり遊んだり、それぞれ

読書や勉強しても、もちろんＯK。おむすびなどの

軽食もご用意。参加費は子ども無料、大人300円。

会場 ： むうぷ舎中原 （三鷹市牟礼7-5-14）

◆ 担当：川島（かわしま）　☎︎ 0422-49-3583

● クッキーの移動販売をスタート！

　　LINEで当日に場所・時間を発信中

● お弁当の移動販売をしています

杏林大学井の頭キャンパス、三鷹

ビジネスパークなどで、むうぷ舎

中原の「いろいろクッキー＆カッ

プケーキ」を移動販売しています。

　　▲ LINEで

「寺子屋むうぷ」の 

最新情報を発信中。

Webサイトのブロ

グにも予定表が。

場所：三鷹ビジネスパーク駐車場

日時：毎月第一月曜 12:00〜

❤ ︎ お弁当 700円

　　玄米おにぎりと惣菜セット 500円

　　玄米おにぎり2個 150円

❤ ︎ 販売場所を募集中です！

▲ 移動販売

　　の情報は

　　LINEで！

「寺子屋むうぷ」では

思いつきをどんどん

遊びにできる！

- ６ -

▲ 移動販売

 　 の情報は

Instagramで！


