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ソフトボール大会
～いい汗流してます。の巻～
10 月 20 日、桃園グラウンドで福精連のソフトボール大会が行われました。
浅野社会復帰センターもこの大会に参加しました。
9 月から当センターに近いグランドで、月２回程度練習しました。練習当初
は捕球もままならない様子でしたが、練習をしていく度に上手くなっているの
には驚きました。
試合当日、我がセンターの参加者はユニホームを着用して臨んだので、どの
チームよりも一番気合が入っているように感じました。
練習のときは楽しくできれば勝敗は関係ないとか思ってましたが、試合にな
ると「勝ちたい」という気持ちが強くなっていきました。１試合目は緊張もあ
ってか負けましたが、２試合目はコールド勝ちしました。
ソフトボールを通じて、仲間への思いやりやがんばることの大切さを共有で
きたとが一番の成果であると思いました。

「筑前の小京都・秋月」に行ってきました！！
地域活動支援センター「ひこうき雲」では、利用されている皆さん１３名、
職員４名の総勢１７名で筑前の小京都と呼ばれる秋月に行ってきました。
その模様を、ピア職員である大園職員にリポートして頂きました。
１１月１６日の秋晴れの日、「ひこうき雲」のバスハイクにて、秋月の乱で名を知
られた城下町、秋月へ。１１月３日、秋月を知ろう会を開催し事前に歴史や観光
スポットを学んで参加。でも、ハラがへっては戦にならぬ…
センター出発後、最初の行事は昼食のだんご汁…なかなか好評。続いて名物のカ
レーパンをおやつに、秋月に昼過ぎに到着。
メーンストリートにある秋月城跡、長屋門、黒門を見学。点呼をとって散策、自
由行動へ。自然とあちらに一組、こちらにもという風に、つれだっておしゃべりや
買物の検討会が始まる。が、集合時間には、どこからともなくひょっこり顔を出し
て集まってきた。バスに乗り込み点呼をとり、帰路に就く。予定時刻の１７時に浅
野に到着。
つるべおとしの秋の夕暮れに、間に合って全員無事に到着。
きれいな空気と美しい景色…楽しい土産話に花が咲いた。
参加された方々、笑顔で家路に急がれていました。紅葉狩りには、少々時
期が早すぎましたが楽しい思い出がたくさんできたバスハイクとなりました。

１２月ですね クリスマスですね 子どもの頃は家に煙突がないのにサンタクロース がこないかな な んてワクワクしながら眠 ていました 実はサンタ て・
・
・

第 140 号

元々は妖精のような存在だ たそうです 赤い衣装の白ヒゲ おじさんの姿は １９３０年にコカコーラが宣伝用に作 たもので そのイメージが定着しているとか 今思えば このサンタ さんじ 煙突に入り こないですね… 笑

～ジョブサポートセンター黒崎との合同就労教室

その２～

11 月 12 日(土)に、JSC 黒崎と合同で就労教室を行いました。浅野社会復帰センター
と北九州障害者しごとサポートセンターを利用して就職をした OB の方と、北九州障害者
しごとサポートセンターの職員に来ていただき、講習を行いました。
どのような経緯で浅野社会復帰センターや北九州障害者しごとサポートセンターを利
用し就職に至ったのかを OB の方と職員で話をした後、参加者の質問に OB の方が答える
という流れで話を進めました。
普段、なかなか OB の方から直接話を聞く機会がないこともあり、参加された利用者の
皆さんは OB の方の話を真剣に聞いていました。
浅野社会復帰センターや北九州障害者しごとサポートセンターの利用、就職に至る経緯
だけでなく、就職後の生活の様子、どのような気持ちで働いているのかなど、当時者の方
だからこそ分かるようなお話を直接聞くことが出来ました。参加者の方々からは「挨拶や
報告、相談が大切だということが分かった」「もっと多くの OB の方の話を聞ける機会が
あれば嬉しい」「OB の方の、質問に関する回答が分かりやすく、来て良かった」といっ
た感想が寄せられました。今回の就労教室で、また自分の将来の就職に向け、大きな力に
なったようでした。

浅野社会復帰センター ・ ジョブサポートセンター 黒崎
合同の親睦会を開催します！！
日時 ：１２月２１日（水）
場所 ：浅野社会復帰センター ２階 食堂 ・ ３階 作業場
第一部

１３：００～１４：３０
１４：３０～１５：００

カローリング大会
軽食休憩（ジュース等）

第二部

１５：００～１８：００

クリスマス会（会食・ビンゴゲーム）

参加費：第一部 ： カローリング大会・軽食休憩への参加は 無料
第二部 ： クリスマス会の会食及びビンゴゲームの参加費は ８００円です。
たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

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？

ピアサポート北九州は、一身上の
都合により、休止することになりま
した。
今まで、長い間どうもありがとう
ございました。

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

～ピアサポート北九州一同～

〈あとがき〉今年も残すところあとわずか。急に冷え込んできましたね。皆様の体調はいかが
でしょうか。日本シリーズは、第７戦までもつれ込んでいましたが、ソフトバンクホークスが
熱戦の末優勝を手にしました。地元のチームが強いということは嬉しいことですね。
～ペンネーム

力石

徹～

)
(

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 12 月行事予定表
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

閉館日
4

5

6

閉館日
11

閉館日

12

7

8

9

茶話会

散歩の会

（14：00～）

（13：00 集合）

13

14

15

街美化活動

卓球大会

（12：15 集合）

（9：30 集合）

（13：00～）

19

20

閉館日

22

親睦会

閉館日
25

21

26

27

28

年末大掃除
17：00 閉館

29

閉館日

17

閉館日

23

閉館日

クリスマス会

閉館日

16

外食会

18

10

24

閉館日
30

閉館日

31

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。
＊ ７日（水）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

見を交換をしましょう。お菓子代として、１５０円をいただきます。
＊ ９日（金）散歩の会を行います。行き先は、T.TBOWL(ボウリング)を予定しています。

参加費は、ボウリング代 ７００円前後かかります。
参加される方は、１３：００までに２階のオープンスペースに集合して下さい。〈時間厳守〉
＊ １２日（月）は、外食会を行います。場所は「カラオケ・コロッケ倶楽部」の予定です。

参加費に、８００円前後（実費）かかります。参加を希望される方は、１２：１５までに２階のオープ
ンスペースに集合して下さい。〈時間厳守〉
＊ １４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
＊ １６日（金）は、卓球大会を行います。１３：００から始めますのでみなさん、ふるってご参加下さ

い。
＊ ２１日（水）は、浅野社会復帰センター、ジョブサポートセンター黒崎

合同のクリスマス親睦

会を行います。参加を希望される方は、１３：００までに 2 階のオープンスペースに集合して下
さい。１３：００から１５：００まではカローリング大会、１５：００から１８：００まではクリスマス会として
会食を予定しています。会食に参加される方は、参加費として８００円程度徴収致します。

＊ 28 日（水）は、年末大掃除をします。皆さんでオープンスペースをきれいにしましょう。

１３：００までに２階のオープンスペースに集合して下さい。１７：００閉館になります。
『 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。
【１２月の実施予定日】
１日（木）、２日（金）、５ 日（月）、６日（火）、８日（木）、１３日（火）、１４日（水）、１５日（木）、１９日（月）、２０日
（火）、２２日（木）、２６日（月）、２７日（火）
※研修等により当日中止する場合もあります。

