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冬も終盤に差し掛かったこの季節、「浅野社会復帰センター」と「ひこうき雲」、
「ジョブサポートセンター黒崎」の 3 事業所合同のカローリング大会が開催され
ました。そこでは、利用者の皆さんが日頃とは違う一面を覗かせ、外の寒さを
忘れる程の熱気と笑顔があふれていました。
会場となったのは浅野社会復帰センター。選手、応援団共に試合会場に会し
ます。開会式、ルール説明と終えた後は早くも各チーム内で作戦会議が行われ
ており、皆さんの積極的な気持ちがひしひしと伝わってきました。
始まってみれば、普段は口数の少ない方が大声で応援していたり、練習には
あまり参加しなかった人が意外にも高得点を取ったり、といった予想だにしない
盛り上がりもあり、終始楽しい時間でした。
さて、今回の総合司会を担った職員に、印象に残った場面を聞いてみました。

私は、３階フロアで司会・進行をしていました。どのチームもそ
れぞれに個性的で、素晴らしいチームワークだったと思います。
JSC 黒崎の２チームはぶっつけ本番の中で、良い意味で「台
風の目」だったように思えました。
８チームを見た中で「強いチーム」でも「弱いチーム」でもなく、
最も「まとまっていたチーム」が結局優勝した事が印象的でし
た。
皆さん、寒さを伴う雨の中、お疲れさまでした。

学生の方にとっては三月と言えば、
卒業シーズ ンですね！卒業式と言えば、第二ボ タ ンをもらったり、
渡したりする風習がありますよね。その意味とは‥。
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諸説あるようで、
学生服のボ タ ンにはそれぞれ意味があり、
第二ボタ ンには、
「一番大切な人」という意味があるという説や、
第二ボ タ ンは、
一番心臓に近いところにあるので、
ハートをつかむという説があるようです。

浅野社会復帰センターの 3 階部分が試合会場として使われましたが、2 階部
分は試合の合間を過ごす場として開放されていました。そこでは、卓球をしなが
らわいわい過ごす方もいれば、オープンスペースでゆっくり過ごす方もおり、そ
れぞれの過ごし方があったようです。

ひこうき雲では日頃の活動の中で卓球の練習が行われています。
そのため、腕に覚えのある方が次々とラケットに手をかけます。ところ
が、浅野社会復帰センターやジョブサポートセンター黒崎の利用者さ
んにも卓球経験者の方や「強い人に挑戦したい」とのチャレンジ精神
を持った方がチラホラと。カローリング本戦とは別に、ここでも熱い試
合が繰り広げられていました。

オープンスペースは「ゆったり」とした雰囲気を醸し出していました。
円卓を囲んで雑談をする人たち、目を閉じて休息を取る人たち、一人
でボーっとする事で英気を養う人、タバコを吸いながら談笑している人
たち、それぞれの「ゆったり」があるようです。こうしたメリハリを付けた
過ごし方があるからこそ、試合で力を発揮する事ができるのでしょう。

オープンスペースには将棋盤やジェンガ等のゲームが置いてあり
ます。定番のゲームは、皆でわいわいやると楽しいものです。「皆
で」やれば…。
オープンスペースをふと覗くと、ジェンガを一本抜いては差し…
抜いては差しを繰り返す職員の姿が。周りに人はいますが、参加し
ているのはどう見ても一人。何となく声をかけられませんでした。
後で聞くと、周りの人を誘ってみたが誰も一緒にしてくれなかった
とか。だがしかし、「寂しいを通り越した楽しみ」に出会えたと本人
は語ります。
〈あとがき〉3 月 3 日はひな祭り。「あかりをつけましょ ぼんぼりに～♪」と思わず口ずさ
んでしまいます。雛人形を飾ったり、ちらし寿司を食べたりと楽しみですね。ちなみにちらし
寿司の具のエビは「長生き」、れんこんは「見通しがきく」、豆は「健康でまめに働ける」とさ
れているそうです。女の子の健やかな成長を願って楽しお祝いしましょう！
ペンネーム

拳王すすむん

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
問い合わせ下さい。
浅野社会復帰センター TEL ０９３－５３１－３８２３
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 北九州市立浅野社会復帰センター
基

本

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

黒崎ひびしんホール

地域活動支援センター ３月行事予定表
日

月

火

水

木

金

土
1

2

閉館日
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自炊の会
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茶話会

閉館日
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閉館日
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卓球大会

閉館日

閉館日
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閉館日
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閉館日

（13：00 集合）

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。
４日(月)は、外食会を行ないます。場所は「鉄なべ」の予定です。
参加費に、500 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階オープンスペースに集合してください。＜時間厳守＞
８日(金)は、消費生活センターから講師をお迎えして出前講座を行います。
悪質商法の手口・相談事例を学んで、賢い消費者になりましょう。
参加を希望さえる方は、13：30 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＞
12 日(火)は、自炊の会を行います。今月の献立は、「魚のムニエル・鶏とキムチの春雨サラダ・
味噌汁」です。参加費に、300 円とお米一合をお持ち下さい。13:30 から始めます。
参加を希望される方は、 前日（11 日）迄に予約をしてください。
※ 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

13 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

〈時間厳守〉

15 日(金)は、散歩の会を行います。行き先は、「到津の森公園」を予定しています。
交通費として 500 円（往復）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〉
雨天の時は、北九州市立中央図書館に行きます。
19 日(火)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。
お茶代として 150 円をいただきます。〈時間厳守〉
27 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。

