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～三時のオヤツはマリアンヌの巻～
今回のバスハイクは、浅野社会復帰センターとジョブサポートセンター黒崎と
の合同で１０月２２日（土）に、長崎のハウステンボスへ行ってきました！！
皆さんとても楽しみにされていたようで、バスでの道中から利用者さん同士
のお喋りが弾んでいました。
ハウステンボスに到着し、まずは腹ごしらえ！ということで食事に向かいまし
た。
高級感あふれるホテル内の洋食バイキングで、食事からも高級オーラがひし
ひしと伝わってきました。皆で豪華な食事の感動を語り合いながら、美味しくい
ただくことができました。利用者さんの中には、何度もおかわりをし、ひたすら食
事を楽しんでいた方も…(笑)
なかでも、利用者さんの一押しは、『鴨のロースト』でした。
また、デザートに自分でソフトクリームを作れるコーナーもありました。普段なか
なか自分で作る機会がないため四苦八苦しましたが、自分で作るソフトクリーム
の味は格別でした。
食事の後は、それぞれ自由にハウステンボス内を散策！ハロウィンが近いと
いうことで、ハロウィンの仮装ができるコーナーがありました。皆様は普段着る
ことのない衣装の数々に目を輝かせ、ここぞとばかりに仮装を楽しみました。皆
とても似合っていて、思わずお菓子を渡したくなるほどでした。
また、今回ハウステンボスのイベントの１つに、あの人気アイドル「AKB48」の運
河パレードがありました。普段テレビでしか観ることのできなかったアイドルがハ
ウステンボスに！ということで、このパレードを心待ちにしていた利用者さんも
多くいらっしゃいました。
生で憧れのアイドルを見ることができたことは、きっと一生の思い出になった
ことでしょう。1 日中歩き回り、帰路につく頃には疲れている様子もありましたが、
疲れる程バスハイクを満喫できたのではないでしょうか。浅野社会復帰センター
と JSC 黒崎との交流も図れ、非常に有意義な 1 日となりました。

最近、朝晩が冷え込みますね。そういえばコンビニでは、おでんを良く見るようになりました。おでんと言えばお酒に良く合いますよね。アルコールって○％や○度といった表記が多いですが、アルコール度数って…

第 139 号

全体に対するエタノールの体積濃度を百分率で表示した割合のようです。「一度」＝「１％」で、アルコール度数の計測では、酒精計を用いて温度を決めて計測するようです。日本では、１５℃で計測しているみたいです。

平成 23 年度 第 4 回就労教室
～ジョブサポートセンター黒崎との合同就労教室～
10 月 15 日（土）に、就労を考えた際に利用できる社会資源について学びました。
今回は、JSC 黒崎を利用されている方と合同で行ったため、日頃よりも参加者が多
く、利用者、職員ともに緊張感のある中開催することができました。
ハローワーク専門援助部門、障害者職業センター、就業・生活支援センターと順々
に説明した後、アンケート用紙に今回の教室の内容を受けて疑問に感じたことを機
関ごとに書きだして頂き、職員がそれに対して回答していきました。
次回は、就業・生活支援センター 職員の方と、就職された OB の方に来て頂き、
就職するまでの流れ、就職した後の様子について講習を行う予定となっておりま
す。

★★★ ジョブサポートセンター黒崎について ★★★
Q.ジョブサポートセンター黒崎ってどんなところ？
『ジョブサポートセンター（JSC）黒崎』は、精神に障がいのある方で「働きたい！」と
いう意欲がある方のための就労移行支援を行う通所施設となっており、訓練活動を通して
社会復帰に向けたお手伝いをしています。 利用期間は 2 年で、定員は 20 名です。
Q.JSC 黒崎のことをもっと知りたい。利用も迷っているけど、どうしたら…
まずは、お気軽に JSC 黒崎にお問い合わせください！
実際に作業所内でどんなことをしているのか見学していただいたり、JSC 黒崎がどういった
場所であるか等を職員より詳しくお話させていただいたりできます。
また、希望があれば、JSC 内の作業を「体験」することもできます。
【お問い合わせ連絡先】
ジョブサポートセンター 黒崎
八幡西区岡田町 2-14 八幡バプテスト教会 敷地内

ピア・サポート北九州（当事者グループ）

見学してみませんか？

＊開催のお知らせ＊
＜日にち＞ １１月１９日（土）
＜時 間＞ １３：００～１７：００
＜場 所＞ ウェルとばた ７F ７Ｃ研修室
話し合いの後、懇親会を予定しています。
＜連絡先＞０８０－６４２３－１４２７

事前に連絡をしていただければ、見
学ができます。利用を考えている方も、
迷っている方もまずは気軽に見学に来
てみてください。
みなさまのご来所、お待ちしており
ます。
浅野社会復帰センター
〈連絡先〉０９３－５３１－３８２３

すえだ

（末田

じゅんこ

純子さん）

〈あとがき〉ハウステンボスに行った事がきっかけになり、AKB48 にハマり、今ではチーム A
を推しています。何かに（程々に）熱中することは、気分も晴れるので、良い事なんだと再確
認しました。乾燥した空気で、風邪を引きやすくなると思います。温くして眠ってください。
～ペンネーム イーサン・ハント～

就労移行支援・就労継続支援Ｂ型事業
浅野社会復帰センター
定員 ・就労移行支援事業 １５名 ・就労継続支援Ｂ型事業 ２０名
ジョブサポートセンター黒崎 定員・就労移行支援事業 ２０名
当事業所（施設）では、働く能力がありながら、就労の機会に恵まれなかった方々へ必要な訓練と
指導を行い、一般就労実現への支援を行っております。原則として北九州市内在住で、精神科へ通院
されており、働くことへ意欲を持っている方が対象となります。見学をご希望の方は、お電話にてお
浅野社会復帰センター TEL ０９３－５３１－３８２３
問い合わせ下さい。
ジョブサポートセンター黒崎 TEL ０９３－６１６－８１００

地域活動支援センター（ひこうき雲）開館時間のお知らせ
平日（月

～

金）１０時００分

～

１８時００分

※土日祝日、お盆、年末年始（１２月２９日～１月３日まで）は閉館日です
原則として北九州市にお住まいで、精神科医療機関を利用されている方を対象とし、当施設と契約
をしたうえで利用ができます。オープンスペースの利用のほか、日中活動を中心とした各サービスへ
の参加ができます。詳しくはスタッフへお問い合わせください。
TEL ０９３－５１３－２５７０
北九州精神保健福祉事業協会
基

本

北九州市立浅野社会復帰センター
理

念

障害があっても一人の人間として尊厳をもって住み慣れた地域で自立した生活ができるように、障
害者本人とその家族・地域の方々と協働して支援し続けます。
また、地域の社会資源の一員として市民の方々の福祉の向上に努めます。
基

本

方

針

（１）一人一人の個性や主体性を尊重し自己決定を基本とした支援を行う。
（２）障害者が抱える問題を共に考え、解決を図る中で信頼関係を醸成し、自立意欲を育成する。
（３）家族や関係機関・地域住民との緊密な連携による総合的アプローチを行う。
（４）障害者に対する社会の理解を深めるため、あらゆる機会を通じて情報発信する。
（５）可能な限り情報を開示して、事業運営の透明性を確保する。
（６）専門職として自己研鑽につとめる。

北九州市立浅野社会復帰センター
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野２丁目１６－３８
TEL ０９３－５３１－３８２３（代表）
０９３－５１３－２５７０（ひこうき雲）
FAX ０９３－５１３－２５７１
〈交通のご案内〉
・JR 小倉駅 北出口（新幹線側）より徒歩５分
・自動車・ 北九州市都市高速道路「小倉北」より３分
・最寄りのバス停
西鉄バス「浅野２丁目」停留所より徒歩３分
ジョブサポートセンター 黒崎
〒806-0033 北九州市八幡西区岡田町２－１４
八幡バプテスト教会 敷地内
TEL ０９３－６１６－８１００
FAX ０９３－６１６－８１１３
〈交通のご案内〉
・JR 黒崎駅 南出口より徒歩 10 分
・自動車 北九州市都市高速道路「引野口」より 6 分
・最寄りのバス停
西鉄バス「熊手四ツ角」停留所より徒歩３分

地域活動支援センター 11 月行事予定表
日

月

火

水

木

1

2
秋月を知ろう！会
（16：00～）

6

7

閉館日
13

閉館日

8

街美化活動

（13：30～）

（9：30 集合）

15

21

22

散歩の会
（13：00 集合）

17

29

閉館日

12

18

茶話会

24

19

閉館日
25

閉館日
28

閉館日

11

（14：00～）
23

5

閉館日

9：30 集合

閉館日
27

16

4

10

朝倉市秋月

（12：45 集合）

20

閉館日

【バスハイク】

外食会

土

3

9

自炊の会

14

金

26

閉館日
30

卓球大会
（13：00～）

閉館日

★お知らせ★
行事開催時間中は、オープンスペースのご利用が出来なくなりました。ご注意下さい。
＊ ２日（水）は、秋月を知ろう！会を行います。バスハイクに向けての顔合わせを兼ね、秋

月について一緒に勉強しましょう。１６：００までに２階のオープンスペースに集合して
下さい。
＊ ４日（金）散歩の会を行います。行き先は、「起業祭」を予定しています。

参加費は、交通費：270 円（JR 片道）かかります。
参加される方は、１３：００までに２階オープンスペースに集合して下さい。〈時間厳守〉
＊ ８日（火）は、自炊の会を行います。今月の献立は、「芋ご飯・つみれ汁」です。

参加費に、３００円かかります。参加を希望される方は、 前日（７日）迄に予約

をし

てください。
※参加される方は、当日 お米を１合

持参して下さい。

キャンセルの受付けは、当日の午前中までとさせていただきます。連絡なくキャンセル
された場合は、キャンセル料として参加費分をいただきます ので、連絡忘れのないようご
注意ください。
☆自炊の会の予約・キャンセル電話番号 ： ０９３－５１３－２５７０ ☆
※完全予約制
＊ ９日（水）は、街の美化活動に参加します。９：３０までに２階のオープンスペースに集

合して下さい。 ※雨天中止

＊ １４日（月）は、外食会を行ないます。場所は「ドン珈琲館」です。

参加費に、５００円前後（ハンバーグ定食）かかります。
参加を希望される方は１２：４５までに２階オープンスペースに集合してください。〈 時
間厳守 〉
＊ １６日（水）はバスハイクで朝倉市秋月に行きます。参加費は、１,０００円（昼食代込）

です。
参加を予約されている方は、９：３０までに２階のオープンスペースに集合して下さい。
（予約は締め切りました。）
＊ １８日（金）は、茶話会を行います。１４：００から始めます。お茶を飲みながら、ざっ

くばらんに意見交換をしましょう。お菓子代として１５０円をいただきます。
＊ ３０日（水）は、卓球大会を行います。１３：００から始めますのでみなさんふるってご

参加ください。
『 卓球のフリー練習日のお知らせ 』
行事のない日の１３:００～１５：００に、浅野社会復帰センター２階食堂にて卓球のフリー練習を行
っています。

ご興味のある方は、気軽にご参加下さい。

【１１月の実施予定日】
１日（火）、２日（水）、７ 日（月）、９日（水）、１０日（木）、１１日（金）、１５日（火）、１
７日（木）、２１日（月）、２２日（火）、２４日（木）、２５日（金）、２８日（月）、２９日（火）
※研修等により当日中止する場合もあります。

