2011年10月4日

9月の小金井市役所庁内実習を行いました。
厳しい暑さが去り、涼しい秋風が吹き込んでくる気持ちの良い9月終わり、本年度第6回目の小金
井市役所庁内実習を行いました。
今回の参加者は4名。苦手な作業でも繰り返し取り組むことで、コツをおさえスムーズにできるよう
になっていく様子が印象的で、経験することの大切さを改めて感じました。参加者それぞれが、作
業を通し自分の出来る事、苦手な事を確認し、就労に向けて今後の課題を確認しました。
【平成23年度第6回庁内実習】

日 程

9月26日（水）～9月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ
・地域福祉課／公用車洗車
・経済課／リーフレット折（2,400）、
・障害福祉課／スタンプ押し（書類・封筒）

参加者

4名（精神障害者2名 知的障害者2名）

2011年9月30日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、精神障害の方を担当する就労支援コーディネーターを募集していま
す。資格・就労支援の経験は問いませんが、精神障害の方と関わる仕事をしたことのある方を希
望します。
正職員での募集です。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

2011年8月26日

8月の小金井市役所庁内実習を行いました。
残暑が厳しい8月の終わり、台風の影響で不安定な天気の中でしたが、今年度5回目となる小金
井市役所庁内実習が無事行われました。
今回の参加者は4名、内初参加は2名でした。手先のコントロールや微妙な力加減が必要な作業
があり苦戦する部分もありましたが、3日間を通し安定した量をこなすことができました。
実習を通して自己理解を深め、次の目標を明確にすることができました。
【平成23年度第5回庁内実習】

日 程

8月24日（水）～8月26日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎 601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）、
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ、
・地域福祉課／スタンプ押し
・経済課／リーフレット折（2000枚）・てくてくマップ挟み込み

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年8月17日

市内の配食サービス“はぁと・ぽっと”で、一日実習をしてきました。
はぁと・ぽっとは小金井市緑町にある配食サービスで、”住み慣れた町で健康に暮らし続ける”とい
うコンセプトのもと、国産の食材、無添加の調味料で毎日手作りのお弁当をお届けしています。 そ
んな“はぁと・ぽっと”さんから「障がい者雇用を検討している」というお電話をいただきました。そこ
で、こころでは一日はぁと・ぽっとでお仕事を経験し、どんな仕事であれば障がいのある方が担当
できるかを確認しに行ってきました。 今後、細かい打ち合わせを重ねていきますが、話が進み、障
がい者の雇用の場が市内に増えていくといいなと思っています。

2011年8月11日

7月の小金井市役所庁内実習を行いました。
本年度第4回目になります小金井市役所庁内実習が、暑さ真っ盛りの7月の最終週に行われまし
た。
今回の参加者は3名。内1名は実習初参加でした。前回から引き続き参加の2名も、5日に渡る長
期の実習は初めてで、少々緊張ぎみでのスタートでした。
今回は仕事のボリュームが多かったことと、公用車の洗車という、この暑さの中では過酷な内容と
なっていましたが、3名のがんばりで、無事作業を終えることができました。
【平成23年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日（月）～7月29日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・経済課／タウンショップ折（20,000枚）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・ 市民課／わたしの便利帳挟み込み（500冊）
・ 健康課／文書折り（1,500枚）
・ 地域福祉課／スタンプ押し・封筒三つ折り
・ 障害福祉課／障害者のてびき（500冊）
・ ごみ対策課／公用車洗車

参加者

3名（精神障害者2名 知的障害者1名）

2012年9月3日

2012年9月1日(土)～28日(金) しごとセンターにて 『パネル展示』開催
2012年9月27日(木) しごとセンター地下講堂にて 『シンポジウム』開催
障害者雇用支援月間の9月に、飯田橋にある東京しごとセンターにて「パネル展示」とシンポジウ
ムのイベントが行われます。パネル展示場には、エンジョイワーク・こころのパネルも展示されてい
るので、お近くにお越しの際にはぜひ足を運んで見て下さい。
★パネル展示
期間：2012年9月1日（土）～9月28日（金）
場所：東京しごとセンター1階・5階
★シンポジウム
日時： 2012年9月27日（木）14時～17時 ※要予約制です。
会場： 東京しごとセンター地下講堂
内容： 第一部 基調講演
「精神障がい者と重度視覚障がい者の雇用を進めるために」
第二部 パネルデイスカッション
①大和ライフプラス㈱ 「精神障がい者の採用から職場定着」
「就労への挑戦」
②㈱トライアイズビジネスサービス 「視覚障害者の雇用と職務開発」
㈱クレアリア 「就労までの道のりと今」
※問合せ先：東京しごと財団 障害者就業支援課
TEL03-5211-2681
FAX03-5211-2405
主催： 東京しごと財団 障害者就業支援課
住所： 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階
TEL： 03-5211-1571 Fax:03-5211-8301
URL： http：//shigotozaidan.or.jp/shkn/

2012年5月8日

2012年6月27日開催
ハローワーク主催
「障害者合同就職面接会」開催予定のお知らせ
日時

平成24年6月27日(水)

時間

受付時間12時30～
13：00～16：00

場所

東京体育館
渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
電話 03-5474-2111

お問い合わせ先

主 催： 飯田橋職業安定所
連絡先： 03-3812-6122

2012年2月20日

2012年3月9日開催
～精神障害者の雇用が進む今～
【働きたい！を応援する・・・働く当時者からの実践報告セミナー】
◆第1部
基調報告①：精神障害者雇用の最新情報
ハローワーク府中 所長 根岸栄子氏
基調報告②：障害者雇用に取り組む中で見えてきた事
社会福祉法人弥生会 特別養護老人ホーム・高齢者住宅サービスセンターくにたち苑
管理課長 竹内里美氏
厨房勤務スタッフ 当時者の方
◆第２部：働く当事者のシンポジウム
チャレンジして叶えられた事・働き続けるコツ・事前に準備していて良かった事、 職場でのコミュニ
ーケーション術など、当事者ならではのリアルな熱い思いを 語って頂きます！
※シンポジストとして当時者の方が４名ご出席の予定です。

日時

平成24年3月9日(金) 14時～16時30分

場所

東京経済大学 1号館A101教室
http://www.tku.ac.jp/access/index.html

対象

精神障害をお持ちの方、支援者、ご家族など

予約

必要
【詳細お問合せ】就業・生活支援センターオープナー
042-577-0079まで

料金

無料

申込み期日

3月2日（金）まで

※ 外部機関の情報です、 エンジョイワーク・こころでは 情報提供のみです
ので 問合せにお答えはできません。
詳細問合せは各主催者にお願いいたします。
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2011年10月4日

9月の小金井市役所庁内実習を行いました。
厳しい暑さが去り、涼しい秋風が吹き込んでくる気持ちの良い9月終わり、本年度第6回目の小金
井市役所庁内実習を行いました。
今回の参加者は4名。苦手な作業でも繰り返し取り組むことで、コツをおさえスムーズにできるよう
になっていく様子が印象的で、経験することの大切さを改めて感じました。参加者それぞれが、作
業を通し自分の出来る事、苦手な事を確認し、就労に向けて今後の課題を確認しました。
【平成23年度第6回庁内実習】

日 程

9月26日（水）～9月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ
・地域福祉課／公用車洗車
・経済課／リーフレット折（2,400）、
・障害福祉課／スタンプ押し（書類・封筒）

参加者

4名（精神障害者2名 知的障害者2名）

2011年9月30日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、精神障害の方を担当する就労支援コーディネーターを募集していま
す。資格・就労支援の経験は問いませんが、精神障害の方と関わる仕事をしたことのある方を希
望します。
正職員での募集です。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

2011年8月26日

8月の小金井市役所庁内実習を行いました。
残暑が厳しい8月の終わり、台風の影響で不安定な天気の中でしたが、今年度5回目となる小金
井市役所庁内実習が無事行われました。
今回の参加者は4名、内初参加は2名でした。手先のコントロールや微妙な力加減が必要な作業
があり苦戦する部分もありましたが、3日間を通し安定した量をこなすことができました。
実習を通して自己理解を深め、次の目標を明確にすることができました。
【平成23年度第5回庁内実習】

日 程

8月24日（水）～8月26日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎 601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）、
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ、
・地域福祉課／スタンプ押し
・経済課／リーフレット折（2000枚）・てくてくマップ挟み込み

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年8月17日

市内の配食サービス“はぁと・ぽっと”で、一日実習をしてきました。
はぁと・ぽっとは小金井市緑町にある配食サービスで、”住み慣れた町で健康に暮らし続ける”とい
うコンセプトのもと、国産の食材、無添加の調味料で毎日手作りのお弁当をお届けしています。 そ
んな“はぁと・ぽっと”さんから「障がい者雇用を検討している」というお電話をいただきました。そこ
で、こころでは一日はぁと・ぽっとでお仕事を経験し、どんな仕事であれば障がいのある方が担当
できるかを確認しに行ってきました。 今後、細かい打ち合わせを重ねていきますが、話が進み、障
がい者の雇用の場が市内に増えていくといいなと思っています。

2011年8月11日

7月の小金井市役所庁内実習を行いました。
本年度第4回目になります小金井市役所庁内実習が、暑さ真っ盛りの7月の最終週に行われまし
た。
今回の参加者は3名。内1名は実習初参加でした。前回から引き続き参加の2名も、5日に渡る長
期の実習は初めてで、少々緊張ぎみでのスタートでした。
今回は仕事のボリュームが多かったことと、公用車の洗車という、この暑さの中では過酷な内容と
なっていましたが、3名のがんばりで、無事作業を終えることができました。
【平成23年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日（月）～7月29日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・経済課／タウンショップ折（20,000枚）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・ 市民課／わたしの便利帳挟み込み（500冊）
・ 健康課／文書折り（1,500枚）
・ 地域福祉課／スタンプ押し・封筒三つ折り
・ 障害福祉課／障害者のてびき（500冊）
・ ごみ対策課／公用車洗車

参加者

3名（精神障害者2名 知的障害者1名）

2012年9月3日

2012年9月1日(土)～28日(金) しごとセンターにて 『パネル展示』開催
2012年9月27日(木) しごとセンター地下講堂にて 『シンポジウム』開催
障害者雇用支援月間の9月に、飯田橋にある東京しごとセンターにて「パネル展示」とシンポジウ
ムのイベントが行われます。パネル展示場には、エンジョイワーク・こころのパネルも展示されてい
るので、お近くにお越しの際にはぜひ足を運んで見て下さい。
★パネル展示
期間：2012年9月1日（土）～9月28日（金）
場所：東京しごとセンター1階・5階
★シンポジウム
日時： 2012年9月27日（木）14時～17時 ※要予約制です。
会場： 東京しごとセンター地下講堂
内容： 第一部 基調講演
「精神障がい者と重度視覚障がい者の雇用を進めるために」
第二部 パネルデイスカッション
①大和ライフプラス㈱ 「精神障がい者の採用から職場定着」
「就労への挑戦」
②㈱トライアイズビジネスサービス 「視覚障害者の雇用と職務開発」
㈱クレアリア 「就労までの道のりと今」
※問合せ先：東京しごと財団 障害者就業支援課
TEL03-5211-2681
FAX03-5211-2405
主催： 東京しごと財団 障害者就業支援課
住所： 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階
TEL： 03-5211-1571 Fax:03-5211-8301
URL： http：//shigotozaidan.or.jp/shkn/

2012年5月8日

2012年6月27日開催
ハローワーク主催
「障害者合同就職面接会」開催予定のお知らせ
日時

平成24年6月27日(水)

時間

受付時間12時30～
13：00～16：00

場所

東京体育館
渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
電話 03-5474-2111

お問い合わせ先

主 催： 飯田橋職業安定所
連絡先： 03-3812-6122

2012年2月20日

2012年3月9日開催
～精神障害者の雇用が進む今～
【働きたい！を応援する・・・働く当時者からの実践報告セミナー】
◆第1部
基調報告①：精神障害者雇用の最新情報
ハローワーク府中 所長 根岸栄子氏
基調報告②：障害者雇用に取り組む中で見えてきた事
社会福祉法人弥生会 特別養護老人ホーム・高齢者住宅サービスセンターくにたち苑
管理課長 竹内里美氏
厨房勤務スタッフ 当時者の方
◆第２部：働く当事者のシンポジウム
チャレンジして叶えられた事・働き続けるコツ・事前に準備していて良かった事、 職場でのコミュニ
ーケーション術など、当事者ならではのリアルな熱い思いを 語って頂きます！
※シンポジストとして当時者の方が４名ご出席の予定です。

日時

平成24年3月9日(金) 14時～16時30分

場所

東京経済大学 1号館A101教室
http://www.tku.ac.jp/access/index.html

対象

精神障害をお持ちの方、支援者、ご家族など

予約

必要
【詳細お問合せ】就業・生活支援センターオープナー
042-577-0079まで

料金

無料

申込み期日

3月2日（金）まで

※ 外部機関の情報です、 エンジョイワーク・こころでは 情報提供のみです
ので 問合せにお答えはできません。
詳細問合せは各主催者にお願いいたします。
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2011年10月4日

9月の小金井市役所庁内実習を行いました。
厳しい暑さが去り、涼しい秋風が吹き込んでくる気持ちの良い9月終わり、本年度第6回目の小金
井市役所庁内実習を行いました。
今回の参加者は4名。苦手な作業でも繰り返し取り組むことで、コツをおさえスムーズにできるよう
になっていく様子が印象的で、経験することの大切さを改めて感じました。参加者それぞれが、作
業を通し自分の出来る事、苦手な事を確認し、就労に向けて今後の課題を確認しました。
【平成23年度第6回庁内実習】

日 程

9月26日（水）～9月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ
・地域福祉課／公用車洗車
・経済課／リーフレット折（2,400）、
・障害福祉課／スタンプ押し（書類・封筒）

参加者

4名（精神障害者2名 知的障害者2名）

2011年9月30日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、精神障害の方を担当する就労支援コーディネーターを募集していま
す。資格・就労支援の経験は問いませんが、精神障害の方と関わる仕事をしたことのある方を希
望します。
正職員での募集です。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

2011年8月26日

8月の小金井市役所庁内実習を行いました。
残暑が厳しい8月の終わり、台風の影響で不安定な天気の中でしたが、今年度5回目となる小金
井市役所庁内実習が無事行われました。
今回の参加者は4名、内初参加は2名でした。手先のコントロールや微妙な力加減が必要な作業
があり苦戦する部分もありましたが、3日間を通し安定した量をこなすことができました。
実習を通して自己理解を深め、次の目標を明確にすることができました。
【平成23年度第5回庁内実習】

日 程

8月24日（水）～8月26日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎 601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）、
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ、
・地域福祉課／スタンプ押し
・経済課／リーフレット折（2000枚）・てくてくマップ挟み込み

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年8月17日

市内の配食サービス“はぁと・ぽっと”で、一日実習をしてきました。
はぁと・ぽっとは小金井市緑町にある配食サービスで、”住み慣れた町で健康に暮らし続ける”とい
うコンセプトのもと、国産の食材、無添加の調味料で毎日手作りのお弁当をお届けしています。 そ
んな“はぁと・ぽっと”さんから「障がい者雇用を検討している」というお電話をいただきました。そこ
で、こころでは一日はぁと・ぽっとでお仕事を経験し、どんな仕事であれば障がいのある方が担当
できるかを確認しに行ってきました。 今後、細かい打ち合わせを重ねていきますが、話が進み、障
がい者の雇用の場が市内に増えていくといいなと思っています。

2011年8月11日

7月の小金井市役所庁内実習を行いました。
本年度第4回目になります小金井市役所庁内実習が、暑さ真っ盛りの7月の最終週に行われまし
た。
今回の参加者は3名。内1名は実習初参加でした。前回から引き続き参加の2名も、5日に渡る長
期の実習は初めてで、少々緊張ぎみでのスタートでした。
今回は仕事のボリュームが多かったことと、公用車の洗車という、この暑さの中では過酷な内容と
なっていましたが、3名のがんばりで、無事作業を終えることができました。
【平成23年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日（月）～7月29日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・経済課／タウンショップ折（20,000枚）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・ 市民課／わたしの便利帳挟み込み（500冊）
・ 健康課／文書折り（1,500枚）
・ 地域福祉課／スタンプ押し・封筒三つ折り
・ 障害福祉課／障害者のてびき（500冊）
・ ごみ対策課／公用車洗車

参加者

3名（精神障害者2名 知的障害者1名）

2012年9月3日

2012年9月1日(土)～28日(金) しごとセンターにて 『パネル展示』開催
2012年9月27日(木) しごとセンター地下講堂にて 『シンポジウム』開催
障害者雇用支援月間の9月に、飯田橋にある東京しごとセンターにて「パネル展示」とシンポジウ
ムのイベントが行われます。パネル展示場には、エンジョイワーク・こころのパネルも展示されてい
るので、お近くにお越しの際にはぜひ足を運んで見て下さい。
★パネル展示
期間：2012年9月1日（土）～9月28日（金）
場所：東京しごとセンター1階・5階
★シンポジウム
日時： 2012年9月27日（木）14時～17時 ※要予約制です。
会場： 東京しごとセンター地下講堂
内容： 第一部 基調講演
「精神障がい者と重度視覚障がい者の雇用を進めるために」
第二部 パネルデイスカッション
①大和ライフプラス㈱ 「精神障がい者の採用から職場定着」
「就労への挑戦」
②㈱トライアイズビジネスサービス 「視覚障害者の雇用と職務開発」
㈱クレアリア 「就労までの道のりと今」
※問合せ先：東京しごと財団 障害者就業支援課
TEL03-5211-2681
FAX03-5211-2405
主催： 東京しごと財団 障害者就業支援課
住所： 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階
TEL： 03-5211-1571 Fax:03-5211-8301
URL： http：//shigotozaidan.or.jp/shkn/

2012年5月8日

2012年6月27日開催
ハローワーク主催
「障害者合同就職面接会」開催予定のお知らせ
日時

平成24年6月27日(水)

時間

受付時間12時30～
13：00～16：00

場所

東京体育館
渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
電話 03-5474-2111

お問い合わせ先

主 催： 飯田橋職業安定所
連絡先： 03-3812-6122

2012年2月20日

2012年3月9日開催
～精神障害者の雇用が進む今～
【働きたい！を応援する・・・働く当時者からの実践報告セミナー】
◆第1部
基調報告①：精神障害者雇用の最新情報
ハローワーク府中 所長 根岸栄子氏
基調報告②：障害者雇用に取り組む中で見えてきた事
社会福祉法人弥生会 特別養護老人ホーム・高齢者住宅サービスセンターくにたち苑
管理課長 竹内里美氏
厨房勤務スタッフ 当時者の方
◆第２部：働く当事者のシンポジウム
チャレンジして叶えられた事・働き続けるコツ・事前に準備していて良かった事、 職場でのコミュニ
ーケーション術など、当事者ならではのリアルな熱い思いを 語って頂きます！
※シンポジストとして当時者の方が４名ご出席の予定です。

日時

平成24年3月9日(金) 14時～16時30分

場所

東京経済大学 1号館A101教室
http://www.tku.ac.jp/access/index.html

対象

精神障害をお持ちの方、支援者、ご家族など

予約

必要
【詳細お問合せ】就業・生活支援センターオープナー
042-577-0079まで

料金

無料

申込み期日

3月2日（金）まで

※ 外部機関の情報です、 エンジョイワーク・こころでは 情報提供のみです
ので 問合せにお答えはできません。
詳細問合せは各主催者にお願いいたします。
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2011年10月4日

9月の小金井市役所庁内実習を行いました。
厳しい暑さが去り、涼しい秋風が吹き込んでくる気持ちの良い9月終わり、本年度第6回目の小金
井市役所庁内実習を行いました。
今回の参加者は4名。苦手な作業でも繰り返し取り組むことで、コツをおさえスムーズにできるよう
になっていく様子が印象的で、経験することの大切さを改めて感じました。参加者それぞれが、作
業を通し自分の出来る事、苦手な事を確認し、就労に向けて今後の課題を確認しました。
【平成23年度第6回庁内実習】

日 程

9月26日（水）～9月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ
・地域福祉課／公用車洗車
・経済課／リーフレット折（2,400）、
・障害福祉課／スタンプ押し（書類・封筒）

参加者

4名（精神障害者2名 知的障害者2名）

2011年9月30日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、精神障害の方を担当する就労支援コーディネーターを募集していま
す。資格・就労支援の経験は問いませんが、精神障害の方と関わる仕事をしたことのある方を希
望します。
正職員での募集です。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

2011年8月26日

8月の小金井市役所庁内実習を行いました。
残暑が厳しい8月の終わり、台風の影響で不安定な天気の中でしたが、今年度5回目となる小金
井市役所庁内実習が無事行われました。
今回の参加者は4名、内初参加は2名でした。手先のコントロールや微妙な力加減が必要な作業
があり苦戦する部分もありましたが、3日間を通し安定した量をこなすことができました。
実習を通して自己理解を深め、次の目標を明確にすることができました。
【平成23年度第5回庁内実習】

日 程

8月24日（水）～8月26日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎 601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）、
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ、
・地域福祉課／スタンプ押し
・経済課／リーフレット折（2000枚）・てくてくマップ挟み込み

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年8月17日

市内の配食サービス“はぁと・ぽっと”で、一日実習をしてきました。
はぁと・ぽっとは小金井市緑町にある配食サービスで、”住み慣れた町で健康に暮らし続ける”とい
うコンセプトのもと、国産の食材、無添加の調味料で毎日手作りのお弁当をお届けしています。 そ
んな“はぁと・ぽっと”さんから「障がい者雇用を検討している」というお電話をいただきました。そこ
で、こころでは一日はぁと・ぽっとでお仕事を経験し、どんな仕事であれば障がいのある方が担当
できるかを確認しに行ってきました。 今後、細かい打ち合わせを重ねていきますが、話が進み、障
がい者の雇用の場が市内に増えていくといいなと思っています。

2011年8月11日

7月の小金井市役所庁内実習を行いました。
本年度第4回目になります小金井市役所庁内実習が、暑さ真っ盛りの7月の最終週に行われまし
た。
今回の参加者は3名。内1名は実習初参加でした。前回から引き続き参加の2名も、5日に渡る長
期の実習は初めてで、少々緊張ぎみでのスタートでした。
今回は仕事のボリュームが多かったことと、公用車の洗車という、この暑さの中では過酷な内容と
なっていましたが、3名のがんばりで、無事作業を終えることができました。
【平成23年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日（月）～7月29日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・経済課／タウンショップ折（20,000枚）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・ 市民課／わたしの便利帳挟み込み（500冊）
・ 健康課／文書折り（1,500枚）
・ 地域福祉課／スタンプ押し・封筒三つ折り
・ 障害福祉課／障害者のてびき（500冊）
・ ごみ対策課／公用車洗車

参加者

3名（精神障害者2名 知的障害者1名）

2012年9月3日

2012年9月1日(土)～28日(金) しごとセンターにて 『パネル展示』開催
2012年9月27日(木) しごとセンター地下講堂にて 『シンポジウム』開催
障害者雇用支援月間の9月に、飯田橋にある東京しごとセンターにて「パネル展示」とシンポジウ
ムのイベントが行われます。パネル展示場には、エンジョイワーク・こころのパネルも展示されてい
るので、お近くにお越しの際にはぜひ足を運んで見て下さい。
★パネル展示
期間：2012年9月1日（土）～9月28日（金）
場所：東京しごとセンター1階・5階
★シンポジウム
日時： 2012年9月27日（木）14時～17時 ※要予約制です。
会場： 東京しごとセンター地下講堂
内容： 第一部 基調講演
「精神障がい者と重度視覚障がい者の雇用を進めるために」
第二部 パネルデイスカッション
①大和ライフプラス㈱ 「精神障がい者の採用から職場定着」
「就労への挑戦」
②㈱トライアイズビジネスサービス 「視覚障害者の雇用と職務開発」
㈱クレアリア 「就労までの道のりと今」
※問合せ先：東京しごと財団 障害者就業支援課
TEL03-5211-2681
FAX03-5211-2405
主催： 東京しごと財団 障害者就業支援課
住所： 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階
TEL： 03-5211-1571 Fax:03-5211-8301
URL： http：//shigotozaidan.or.jp/shkn/

2012年5月8日

2012年6月27日開催
ハローワーク主催
「障害者合同就職面接会」開催予定のお知らせ
日時

平成24年6月27日(水)

時間

受付時間12時30～
13：00～16：00

場所

東京体育館
渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
電話 03-5474-2111

お問い合わせ先

主 催： 飯田橋職業安定所
連絡先： 03-3812-6122

2012年2月20日

2012年3月9日開催
～精神障害者の雇用が進む今～
【働きたい！を応援する・・・働く当時者からの実践報告セミナー】
◆第1部
基調報告①：精神障害者雇用の最新情報
ハローワーク府中 所長 根岸栄子氏
基調報告②：障害者雇用に取り組む中で見えてきた事
社会福祉法人弥生会 特別養護老人ホーム・高齢者住宅サービスセンターくにたち苑
管理課長 竹内里美氏
厨房勤務スタッフ 当時者の方
◆第２部：働く当事者のシンポジウム
チャレンジして叶えられた事・働き続けるコツ・事前に準備していて良かった事、 職場でのコミュニ
ーケーション術など、当事者ならではのリアルな熱い思いを 語って頂きます！
※シンポジストとして当時者の方が４名ご出席の予定です。

日時

平成24年3月9日(金) 14時～16時30分

場所

東京経済大学 1号館A101教室
http://www.tku.ac.jp/access/index.html

対象

精神障害をお持ちの方、支援者、ご家族など

予約

必要
【詳細お問合せ】就業・生活支援センターオープナー
042-577-0079まで

料金

無料

申込み期日

3月2日（金）まで

※ 外部機関の情報です、 エンジョイワーク・こころでは 情報提供のみです
ので 問合せにお答えはできません。
詳細問合せは各主催者にお願いいたします。
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2011年10月4日

9月の小金井市役所庁内実習を行いました。
厳しい暑さが去り、涼しい秋風が吹き込んでくる気持ちの良い9月終わり、本年度第6回目の小金
井市役所庁内実習を行いました。
今回の参加者は4名。苦手な作業でも繰り返し取り組むことで、コツをおさえスムーズにできるよう
になっていく様子が印象的で、経験することの大切さを改めて感じました。参加者それぞれが、作
業を通し自分の出来る事、苦手な事を確認し、就労に向けて今後の課題を確認しました。
【平成23年度第6回庁内実習】

日 程

9月26日（水）～9月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ
・地域福祉課／公用車洗車
・経済課／リーフレット折（2,400）、
・障害福祉課／スタンプ押し（書類・封筒）

参加者

4名（精神障害者2名 知的障害者2名）

2011年9月30日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、精神障害の方を担当する就労支援コーディネーターを募集していま
す。資格・就労支援の経験は問いませんが、精神障害の方と関わる仕事をしたことのある方を希
望します。
正職員での募集です。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

2011年8月26日

8月の小金井市役所庁内実習を行いました。
残暑が厳しい8月の終わり、台風の影響で不安定な天気の中でしたが、今年度5回目となる小金
井市役所庁内実習が無事行われました。
今回の参加者は4名、内初参加は2名でした。手先のコントロールや微妙な力加減が必要な作業
があり苦戦する部分もありましたが、3日間を通し安定した量をこなすことができました。
実習を通して自己理解を深め、次の目標を明確にすることができました。
【平成23年度第5回庁内実習】

日 程

8月24日（水）～8月26日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎 601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）、
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし・書類綴じ、
・地域福祉課／スタンプ押し
・経済課／リーフレット折（2000枚）・てくてくマップ挟み込み

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年8月17日

市内の配食サービス“はぁと・ぽっと”で、一日実習をしてきました。
はぁと・ぽっとは小金井市緑町にある配食サービスで、”住み慣れた町で健康に暮らし続ける”とい
うコンセプトのもと、国産の食材、無添加の調味料で毎日手作りのお弁当をお届けしています。 そ
んな“はぁと・ぽっと”さんから「障がい者雇用を検討している」というお電話をいただきました。そこ
で、こころでは一日はぁと・ぽっとでお仕事を経験し、どんな仕事であれば障がいのある方が担当
できるかを確認しに行ってきました。 今後、細かい打ち合わせを重ねていきますが、話が進み、障
がい者の雇用の場が市内に増えていくといいなと思っています。

2011年8月11日

7月の小金井市役所庁内実習を行いました。
本年度第4回目になります小金井市役所庁内実習が、暑さ真っ盛りの7月の最終週に行われまし
た。
今回の参加者は3名。内1名は実習初参加でした。前回から引き続き参加の2名も、5日に渡る長
期の実習は初めてで、少々緊張ぎみでのスタートでした。
今回は仕事のボリュームが多かったことと、公用車の洗車という、この暑さの中では過酷な内容と
なっていましたが、3名のがんばりで、無事作業を終えることができました。
【平成23年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日（月）～7月29日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・経済課／タウンショップ折（20,000枚）
・介護福祉課／雑誌束ね・切手切り
・ 市民課／わたしの便利帳挟み込み（500冊）
・ 健康課／文書折り（1,500枚）
・ 地域福祉課／スタンプ押し・封筒三つ折り
・ 障害福祉課／障害者のてびき（500冊）
・ ごみ対策課／公用車洗車

参加者

3名（精神障害者2名 知的障害者1名）

2012年9月3日

2012年9月1日(土)～28日(金) しごとセンターにて 『パネル展示』開催
2012年9月27日(木) しごとセンター地下講堂にて 『シンポジウム』開催
障害者雇用支援月間の9月に、飯田橋にある東京しごとセンターにて「パネル展示」とシンポジウ
ムのイベントが行われます。パネル展示場には、エンジョイワーク・こころのパネルも展示されてい
るので、お近くにお越しの際にはぜひ足を運んで見て下さい。
★パネル展示
期間：2012年9月1日（土）～9月28日（金）
場所：東京しごとセンター1階・5階
★シンポジウム
日時： 2012年9月27日（木）14時～17時 ※要予約制です。
会場： 東京しごとセンター地下講堂
内容： 第一部 基調講演
「精神障がい者と重度視覚障がい者の雇用を進めるために」
第二部 パネルデイスカッション
①大和ライフプラス㈱ 「精神障がい者の採用から職場定着」
「就労への挑戦」
②㈱トライアイズビジネスサービス 「視覚障害者の雇用と職務開発」
㈱クレアリア 「就労までの道のりと今」
※問合せ先：東京しごと財団 障害者就業支援課
TEL03-5211-2681
FAX03-5211-2405
主催： 東京しごと財団 障害者就業支援課
住所： 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階
TEL： 03-5211-1571 Fax:03-5211-8301
URL： http：//shigotozaidan.or.jp/shkn/

2012年5月8日

2012年6月27日開催
ハローワーク主催
「障害者合同就職面接会」開催予定のお知らせ
日時

平成24年6月27日(水)

時間

受付時間12時30～
13：00～16：00

場所

東京体育館
渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
電話 03-5474-2111

お問い合わせ先

主 催： 飯田橋職業安定所
連絡先： 03-3812-6122

2012年2月20日

2012年3月9日開催
～精神障害者の雇用が進む今～
【働きたい！を応援する・・・働く当時者からの実践報告セミナー】
◆第1部
基調報告①：精神障害者雇用の最新情報
ハローワーク府中 所長 根岸栄子氏
基調報告②：障害者雇用に取り組む中で見えてきた事
社会福祉法人弥生会 特別養護老人ホーム・高齢者住宅サービスセンターくにたち苑
管理課長 竹内里美氏
厨房勤務スタッフ 当時者の方
◆第２部：働く当事者のシンポジウム
チャレンジして叶えられた事・働き続けるコツ・事前に準備していて良かった事、 職場でのコミュニ
ーケーション術など、当事者ならではのリアルな熱い思いを 語って頂きます！
※シンポジストとして当時者の方が４名ご出席の予定です。

日時

平成24年3月9日(金) 14時～16時30分

場所

東京経済大学 1号館A101教室
http://www.tku.ac.jp/access/index.html

対象

精神障害をお持ちの方、支援者、ご家族など

予約

必要
【詳細お問合せ】就業・生活支援センターオープナー
042-577-0079まで

料金

無料

申込み期日

3月2日（金）まで

※ 外部機関の情報です、 エンジョイワーク・こころでは 情報提供のみです
ので 問合せにお答えはできません。
詳細問合せは各主催者にお願いいたします。
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く上で、自分の体調等も踏まえペース配分をきちんとしなければいけないことに気付いた。」など
と、実習を終えての感想にあったようにそれぞれにとって今回も意味のある実習期間となりまし
た。
【平成24年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日(水)～7月27日(金)

時 間

9時～16時

場 所

・小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室
・小金井市役所第二庁舎内 障害福祉課内（半日）

作業内容

・市民課／使用済封筒仕分け、切手切り、ビニールはがし、
シュレッダー作業、便利帳挟み込み（300冊）
・健康課／文書折り
・地域福祉課／スタンプ押し
・学務課／ミスプリント直し（文書裁断・のり貼り付け作業）
・会計課／書類綴り、封筒はがし、封筒分別
・介護福祉課／切手切り、雑誌束ね
・選挙管理委員会／スタンプ押し
・障害福祉課内半日実習（1名）／スタンプ押し

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・その他1名）

2012年7月6日

平成24年度第3回庁内実習 6月25日（月）～29日（金）の実習報告
梅雨まっただ中、6月の5日間の庁内実習が、初参加の方1名と、実習経験者3名の参加で行わ
れました。実習経験者が顔なじみであったためか終始和やかムードでの実習となりました。
今回の仕事内容は、この時期ならではの仕事、草むしりがありました。天気が不安定なこの季節
にしては天候にも恵まれ、皆汗をかきながら必死で頑張りました。雑草が無くなり、きれいになった
花壇等に満足の笑みが浮かんでいました。
事務作業未経験の初参加の方にとっては、知らない場所で初めての方々と過度の緊張もせず、
色々な内容のデスクワークを5日間やり終えたことが、自信となり、とても良い経験になったようで
した。実習を何度か経験している方達にとっても、就労に向けて次への課題が明白になった意味
のある実習となりました。
【平成24年度第3回庁内実習】

日 程

6月25日(月)～6月29日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・健康課／文書折り
・経済課／シール貼り
・スポーツ振興課／公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・保健福祉センター(健康課)草むしり

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体、知的障害者1名）

2012年6月22日

東京ガスライフバル西武蔵株式会社へ企業見学訪問②に行ってきました。
6月12日に東京ガスライフバル西武蔵店に会社見学に行ってきました。
今回も、就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くことや、事務職についてのイメー
ジをつけるためのオフィス内見学と称して、こころの登録者さん2名とセンターの職員2名でお邪魔
してきました。
今回の会社見学させていただいた、ガスライフバル西武蔵店は、武蔵小金井の前原町に位置し、
小金井と国分寺と府中を管轄されていて、一階はいつでも見学や相談ができる展示室がありまし
た。
今回は総務部の方々にご協力いただき、東京ガスライフバルの会社概要の説明と質疑応答の時
間を長く頂き、丁寧にかつ親切に様々な質問にお答えいただきました。その中で、働く上で大切に
していることについての質問があったのですが、上司や同僚とコミュニケーションを取ることが、ど
れだけ大切な事であるかを親身にお話しいただいたり、『就職』するということは、「職に就くという
よりも、会社に入る『就社』という考え方の方が適しているのではないか」とのお考えをお話いただ
けたり、会社に長く務めるための秘訣として、『オンとオフの切り替えの重要性』や『週末いかに有
意義に時間を使うか』などの、ためになる経験談をお話しいただきました。
これから就職を控えている方にとってはもちろん、今働いている私たちにとっても、【目から鱗】の
身になるお話を、丁寧に、またたくさんしていただき、大満足で帰ってきました。ガスライフバル西
武蔵店の皆様本当にありがとうございました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年6月22日

NICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学①に行ってきました。
5月31日にNICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学に行ってきました。
武蔵小金井に本社を構え、日本の基準時刻を定めている会社として有名な情報通信研究機構
NICT本社を社会科見学と称して、『就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くこと
や、事務職についてのイメージをつけるためのオフィス内見学』をさせていただきました。
今回は当センターの登録者の中で、今年大学を卒業された、新卒者2名の方と、当センターの職
員3名で訪問してきました。
はじめに、展示室にてNICTの会社概要のビデオを拝見し、その後展示室内を1時間ほど見学させ
て頂きました。そこでは、皆が世界水準の技術の高さに驚き、実際に展示されているものをいくつ
か体験させていただくこともできました。
その後は本社の方へ移り、人事の担当者の方よりNICTの仕組み等についての説明をいただき、
質疑応答の時間を設けていただきました。
オフィス内の様子に、新卒者の方達は緊張されつつも、職場のイメージ作りの参考になったと、と
ても満足の様子でした。職員にとっても、とても有意義な時間を過ごすことができました。
NICTの皆様には貴重なお時間をさいていただいたことに感謝しつつ、今年度初の会社訪問を終
えることができました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年5月30日

平成24年度第2回庁内実習 5月23日（水）～25日（金）の実習報告
小金井市役所暫定第三会議室にて2４年度5月の庁内実習が3日間行われました。
今回は男子2名・女子2名で、全員が実習経験者ということもあり、前回と比べると終始和やかム
ードでの実習となりました。作業の種類としては少なかったのが残念でしたが、黙々と作業に集中
し、それぞれが効率を上げるための工夫をする姿も良くみられました。公用車洗車の際には、汚
れを見つけそれを落としては、綺麗になって行くたびに喜ぶ姿が印象的でした。新車のようにピカ
ピカになった車をみて、皆最後は自然と笑みがこぼれていました。
今回の実習は反省点や次への課題がそれぞれ明確になり、良い経験となった三日間でした。
【平成24年度第2回庁内実習】

日 程

5月23日(水)～5月25日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 庶務課／公用車洗車
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ラベル貼り・
封入、裏紙作り・紙裁断作業
・ エンジョイワーク・こころ／ワッシャー計量・
コネクタ（ソケット）分解・組み立て

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体障害者1名）

2012年5月2日

平成24年度第1回庁内実習 4月25日（水）～27日（金）の実習報告
今回の実習は支援学校新卒者2名と、実習経験者2名、その他就労経験のある市内の施設に通
う方1名の計5名、全員が男性の実習となりました。
今回は終日雨の為、公用車洗車の仕事ができなかった変わりに、経験の一環として、ソケット（コ
ネクタボディ）の分解・組み立ての作業や、量りを使用する作業などに取りくみました。
就労経験のない新卒の方にとっては、働くということ事体がどういうことかを経験できた、よい体験
の場になったようです。経験者の方も、色々な作業を通して自分の得意・不得意の作業内容が明
確になり、アセスメントには良い実習となりました。
【平成24年度第1回庁内実習】

日 程

4月25日（水）～4月27日（金）

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし
・ 環境対策課／公用車洗車
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ 障害福祉課／障害者福祉のてびき作り
・ エンジョイワーク・こころ／
裏紙作り・テプラ作業・ワッシャー計量・
ソケット（コネクタ）分解、組み立て

参加者

5名（知的障害者3名・精神障害者2名）

2012年4月10日

小金井市役所にて23年度最終回の3月の庁内実習が5日間行われました。
今回は初参加の方3名と実習経験者2名が、2日間の人・3日間の人・5日間全部参加、に分かれ、
男子5名・女子1名が個々の目的を持って実習に参加されました。今回の仕事は年度末ということ
もあり、仕事の内容も量も充実したものとなりました。
実習を行うにあたり、個々の方の目標、例えば、「5日間集中して仕事に取り組む」・「自分の体力
や集中力の持続の確認」・「仕事をする上での姿勢」等が挙げられていましたが、それぞれが実習
を終え、その結果を踏まえ次のステップへの目標が明確になったようでした。
思いの外作業がはかどり、急遽、公用車の清掃を増やすなど、皆さんの頑張りがうかがえた実習
となりました。
【平成23年度第12回庁内実習】

日 程

3月26日（水）～3月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・
・
・
・
・
・
・
・

参加者

6名（知的障害者2名・精神障害者3名・身体障害者1名）

市民課／便利帳挟み込み（1000冊）
地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
会計課／書類綴じ・封筒はがし
環境対策課／公用車洗車
介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
経済課／文書折り・スタンプ押し・ラベル貼り・封入作業
〃 ／桜祭りチラシのシール張り
エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ライン引き

2012年2月22日

小金井市役所にて2月の庁内実習が3日間行われました。
今回は初参加の方2名と、実習経験者2名の、男子1名・女子3名ずつそれぞれが目的を持って実
習に取り組みました。
今回の仕事内容は一つ一つの量が多くなかったのですが、様々な仕事があったために、個々の
得意なものとそうでないもの、またはそれぞれの就職に向けての適応力の有無など、自己理解を
深めるのに良い機会となったのではないかと思います。
また、支援者側にとっても、とてもいいアセスメントの機会になり、新たな発見の場となりました。
次回は今年度最終、3月26日から一週間行う予定です。
【平成23年度第11回庁内実習】

日 程

2月22日（水）～2月24日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町第2庁舎601会議室

作業内容

・市民課／スタンプ押し
・地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り
・介護福祉課／切手切り
・エンジョイワーク・こころ／ＰＣ入力・ＰＣ書類作成
・エンジョイワーク・こころ／求人票整理作業等・ライン引き

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者2名）

2012年1月25日

小金井市役所にて１月の庁内実習が行われました。
今回は3日間、初参加の方3名と今回で庁内実習3回目のベテラン1名の男女2名ずつが参加し、
皆さんなれない作業も最後まできちんと行ってくださいました。
初めは久しぶりの仕事で緊張されてる方もいましたが、中には、「緊張感がきもちいいし、仕事が
できて嬉しい」とおっしゃるかたもいました。難しい作業も集中して行ううちに、コツをつかんだり、
自分のやりやすいように工夫してできるようになり、最終日にはみなさん自信たっぷりの表情で仕
事されていたように感じました。
仕事を通して自分の得意なものとそうでないものなどの自己理解を深めたり、再就職への意欲を
強めたりする方もいて、とてもいい経験になったと笑顔で話されたのが印象的でした。
エンジョイワーク・こころでは、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは
市内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
【平成23年度第10回庁内実習】

日 程

1月25日（水）～1月27日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み(500冊)
・地域福祉課／スタンプ押し／公用車洗車
・会計課／書類綴じ／封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り

参加者

4名（知的障害者3名・精神障害者1名）

2011年12月26日

年末年始のお休みについて。
エンジョイワーク・こころは、12月29日～1月3日までお休みをいたします。
1月4日からは通常通り、平日8：30～17：00の営業になりますので宜しくお願いします。
皆様良いお年をお迎え下さい。

2011年11月30日

野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
庁内実習3日目の最終日、千葉県野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
野田市役所では現在市役所内での実習は行われていないそうですが、今後、市役所実習の開催
を検討されていて、こころのHPで小金井市が同様の取組みをしていることを知り、連絡を下さいま
した。
当日は実習の様子を見学しながらいろいろな質問をされ、「仕事を切り出すことによって市役所側
も仕事が軽減されるし、障害者側も実習の場を確保できる。両者にとってプラスになる庁内実習を
実現したい。」と熱心に語られていたのが印象的でした。

2011年11月28日

11月の小金井市役所庁内実習が開催されました。
寒さが深まり、朝、布団から出るのが辛い季節となりました。そんな寒さ厳しい11月の終わりに、
年内最後の小金井市役所庁内実習が行われました。
今回の実習は3日間で、初参加2名を含む4名の利用者が参加しました。実習に参加すると、面談
だけではつかみきれないその人の特性が見えてきます。
自己理解があまり進んでいない人の場合、話で聞いていたよりも作業が出来なかったということも
ありますし、その反対で、以外な得意分野を発見する場合もあります。
今回も実習を通し支援者側は利用者への理解を深め、また、利用者自信も自己理解を深めること
ができました。
【平成23年度第8回庁内実習】

日 程

11月28日（月）～11月30日（水）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／裏紙作り
・地域福祉課／スタンプ押し
・交通対策課／公用車洗車

参加者

4名（精神障害者4名）

2011年11月11日

府中市の童里夢(ドリーム)工房に見学に行ってきました。
童里夢(ドリーム)工房は、精神科に通院している方の為の施設で、社会福祉法人 白梅会が運営
しています。
就労継続支援B型事業と就労移行支援を運営しており、今回はこころの職員3人が就労移行支援
についてのお話を聞きに行ってきました。
住宅街の中にある大きな一軒家を丸ごと作業所として借りていて、中にはお風呂や台所などがあ
り、広くゆとりのあるつくりになっていました。就労に向けての技能を身につけるパソコンや作業訓
練のプログラムの他、調理実習やSST（マナー・会話）に関する講座があり、それぞれ専門の講師
の方がいてとても充実した内容となっていました。また、アットホームな雰囲気の中でもしっかりと
した指導方針があり、他の支援機関との繋がりの中で充実した支援をされているのが印象的でし
た。
今後、こころの利用者を童里夢(ドリーム)工房に繋ぐなど連携をはかり、より良い支援ができるよ
うにしていきたいと思います。

2011年11月1日

就労支援センターMEWの職員の方が実習の見学にいらっしゃいました。
就労支援センターMEWは、一般就労を目指す精神科等に通院している方を支援する共同作業所
で、武蔵野市にあります。
庁内実習中の10月25日に3名で来庁し、作業を見学されました。
また、こちらも武蔵野市の取組みや、MEWの現状についてお話を伺うことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。
今後も近隣の施設との連携をはかり、より良い支援を提供できるようにしていきたいと思います。

2011年11月1日

10月の小金井市役所庁内実習を行いました。
今月の実習は5日間の日程で行われました。
今回は期間が長いことに加え、外での作業が多く体力的にはややきつめのスケジュールでした
が、疲れに気付き、それをどう対処するかということについて考えることができました。
またスキルを獲得することの楽しさを感じ、5日間やりぬいたことで自信を重ねました。
【平成23年度第7回庁内実習】

日 程

10月24日（月）～10月28日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／障害者のてびき
・地域福祉課／スタンプ押し、公用車洗車
・スポーツ振興係／公用車洗車
・企画政策課／スタンプ押し
・児童青少年課／草むしり

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年10月31日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、地域開拓促進コーディネーターを募集しています。小金井市内の企
業・関係機関への障害者雇用の為の関係づくりをするお仕事です。資格・就労支援の経験は問い
ません。
週４勤務、パート職での募集になります。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡
下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

く上で、自分の体調等も踏まえペース配分をきちんとしなければいけないことに気付いた。」など
と、実習を終えての感想にあったようにそれぞれにとって今回も意味のある実習期間となりまし
た。
【平成24年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日(水)～7月27日(金)

時 間

9時～16時

場 所

・小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室
・小金井市役所第二庁舎内 障害福祉課内（半日）

作業内容

・市民課／使用済封筒仕分け、切手切り、ビニールはがし、
シュレッダー作業、便利帳挟み込み（300冊）
・健康課／文書折り
・地域福祉課／スタンプ押し
・学務課／ミスプリント直し（文書裁断・のり貼り付け作業）
・会計課／書類綴り、封筒はがし、封筒分別
・介護福祉課／切手切り、雑誌束ね
・選挙管理委員会／スタンプ押し
・障害福祉課内半日実習（1名）／スタンプ押し

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・その他1名）

2012年7月6日

平成24年度第3回庁内実習 6月25日（月）～29日（金）の実習報告
梅雨まっただ中、6月の5日間の庁内実習が、初参加の方1名と、実習経験者3名の参加で行わ
れました。実習経験者が顔なじみであったためか終始和やかムードでの実習となりました。
今回の仕事内容は、この時期ならではの仕事、草むしりがありました。天気が不安定なこの季節
にしては天候にも恵まれ、皆汗をかきながら必死で頑張りました。雑草が無くなり、きれいになった
花壇等に満足の笑みが浮かんでいました。
事務作業未経験の初参加の方にとっては、知らない場所で初めての方々と過度の緊張もせず、
色々な内容のデスクワークを5日間やり終えたことが、自信となり、とても良い経験になったようで
した。実習を何度か経験している方達にとっても、就労に向けて次への課題が明白になった意味
のある実習となりました。
【平成24年度第3回庁内実習】

日 程

6月25日(月)～6月29日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・健康課／文書折り
・経済課／シール貼り
・スポーツ振興課／公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・保健福祉センター(健康課)草むしり

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体、知的障害者1名）

2012年6月22日

東京ガスライフバル西武蔵株式会社へ企業見学訪問②に行ってきました。
6月12日に東京ガスライフバル西武蔵店に会社見学に行ってきました。
今回も、就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くことや、事務職についてのイメー
ジをつけるためのオフィス内見学と称して、こころの登録者さん2名とセンターの職員2名でお邪魔
してきました。
今回の会社見学させていただいた、ガスライフバル西武蔵店は、武蔵小金井の前原町に位置し、
小金井と国分寺と府中を管轄されていて、一階はいつでも見学や相談ができる展示室がありまし
た。
今回は総務部の方々にご協力いただき、東京ガスライフバルの会社概要の説明と質疑応答の時
間を長く頂き、丁寧にかつ親切に様々な質問にお答えいただきました。その中で、働く上で大切に
していることについての質問があったのですが、上司や同僚とコミュニケーションを取ることが、ど
れだけ大切な事であるかを親身にお話しいただいたり、『就職』するということは、「職に就くという
よりも、会社に入る『就社』という考え方の方が適しているのではないか」とのお考えをお話いただ
けたり、会社に長く務めるための秘訣として、『オンとオフの切り替えの重要性』や『週末いかに有
意義に時間を使うか』などの、ためになる経験談をお話しいただきました。
これから就職を控えている方にとってはもちろん、今働いている私たちにとっても、【目から鱗】の
身になるお話を、丁寧に、またたくさんしていただき、大満足で帰ってきました。ガスライフバル西
武蔵店の皆様本当にありがとうございました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年6月22日

NICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学①に行ってきました。
5月31日にNICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学に行ってきました。
武蔵小金井に本社を構え、日本の基準時刻を定めている会社として有名な情報通信研究機構
NICT本社を社会科見学と称して、『就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くこと
や、事務職についてのイメージをつけるためのオフィス内見学』をさせていただきました。
今回は当センターの登録者の中で、今年大学を卒業された、新卒者2名の方と、当センターの職
員3名で訪問してきました。
はじめに、展示室にてNICTの会社概要のビデオを拝見し、その後展示室内を1時間ほど見学させ
て頂きました。そこでは、皆が世界水準の技術の高さに驚き、実際に展示されているものをいくつ
か体験させていただくこともできました。
その後は本社の方へ移り、人事の担当者の方よりNICTの仕組み等についての説明をいただき、
質疑応答の時間を設けていただきました。
オフィス内の様子に、新卒者の方達は緊張されつつも、職場のイメージ作りの参考になったと、と
ても満足の様子でした。職員にとっても、とても有意義な時間を過ごすことができました。
NICTの皆様には貴重なお時間をさいていただいたことに感謝しつつ、今年度初の会社訪問を終
えることができました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年5月30日

平成24年度第2回庁内実習 5月23日（水）～25日（金）の実習報告
小金井市役所暫定第三会議室にて2４年度5月の庁内実習が3日間行われました。
今回は男子2名・女子2名で、全員が実習経験者ということもあり、前回と比べると終始和やかム
ードでの実習となりました。作業の種類としては少なかったのが残念でしたが、黙々と作業に集中
し、それぞれが効率を上げるための工夫をする姿も良くみられました。公用車洗車の際には、汚
れを見つけそれを落としては、綺麗になって行くたびに喜ぶ姿が印象的でした。新車のようにピカ
ピカになった車をみて、皆最後は自然と笑みがこぼれていました。
今回の実習は反省点や次への課題がそれぞれ明確になり、良い経験となった三日間でした。
【平成24年度第2回庁内実習】

日 程

5月23日(水)～5月25日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 庶務課／公用車洗車
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ラベル貼り・
封入、裏紙作り・紙裁断作業
・ エンジョイワーク・こころ／ワッシャー計量・
コネクタ（ソケット）分解・組み立て

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体障害者1名）

2012年5月2日

平成24年度第1回庁内実習 4月25日（水）～27日（金）の実習報告
今回の実習は支援学校新卒者2名と、実習経験者2名、その他就労経験のある市内の施設に通
う方1名の計5名、全員が男性の実習となりました。
今回は終日雨の為、公用車洗車の仕事ができなかった変わりに、経験の一環として、ソケット（コ
ネクタボディ）の分解・組み立ての作業や、量りを使用する作業などに取りくみました。
就労経験のない新卒の方にとっては、働くということ事体がどういうことかを経験できた、よい体験
の場になったようです。経験者の方も、色々な作業を通して自分の得意・不得意の作業内容が明
確になり、アセスメントには良い実習となりました。
【平成24年度第1回庁内実習】

日 程

4月25日（水）～4月27日（金）

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし
・ 環境対策課／公用車洗車
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ 障害福祉課／障害者福祉のてびき作り
・ エンジョイワーク・こころ／
裏紙作り・テプラ作業・ワッシャー計量・
ソケット（コネクタ）分解、組み立て

参加者

5名（知的障害者3名・精神障害者2名）

2012年4月10日

小金井市役所にて23年度最終回の3月の庁内実習が5日間行われました。
今回は初参加の方3名と実習経験者2名が、2日間の人・3日間の人・5日間全部参加、に分かれ、
男子5名・女子1名が個々の目的を持って実習に参加されました。今回の仕事は年度末ということ
もあり、仕事の内容も量も充実したものとなりました。
実習を行うにあたり、個々の方の目標、例えば、「5日間集中して仕事に取り組む」・「自分の体力
や集中力の持続の確認」・「仕事をする上での姿勢」等が挙げられていましたが、それぞれが実習
を終え、その結果を踏まえ次のステップへの目標が明確になったようでした。
思いの外作業がはかどり、急遽、公用車の清掃を増やすなど、皆さんの頑張りがうかがえた実習
となりました。
【平成23年度第12回庁内実習】

日 程

3月26日（水）～3月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・
・
・
・
・
・
・
・

参加者

6名（知的障害者2名・精神障害者3名・身体障害者1名）

市民課／便利帳挟み込み（1000冊）
地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
会計課／書類綴じ・封筒はがし
環境対策課／公用車洗車
介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
経済課／文書折り・スタンプ押し・ラベル貼り・封入作業
〃 ／桜祭りチラシのシール張り
エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ライン引き

2012年2月22日

小金井市役所にて2月の庁内実習が3日間行われました。
今回は初参加の方2名と、実習経験者2名の、男子1名・女子3名ずつそれぞれが目的を持って実
習に取り組みました。
今回の仕事内容は一つ一つの量が多くなかったのですが、様々な仕事があったために、個々の
得意なものとそうでないもの、またはそれぞれの就職に向けての適応力の有無など、自己理解を
深めるのに良い機会となったのではないかと思います。
また、支援者側にとっても、とてもいいアセスメントの機会になり、新たな発見の場となりました。
次回は今年度最終、3月26日から一週間行う予定です。
【平成23年度第11回庁内実習】

日 程

2月22日（水）～2月24日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町第2庁舎601会議室

作業内容

・市民課／スタンプ押し
・地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り
・介護福祉課／切手切り
・エンジョイワーク・こころ／ＰＣ入力・ＰＣ書類作成
・エンジョイワーク・こころ／求人票整理作業等・ライン引き

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者2名）

2012年1月25日

小金井市役所にて１月の庁内実習が行われました。
今回は3日間、初参加の方3名と今回で庁内実習3回目のベテラン1名の男女2名ずつが参加し、
皆さんなれない作業も最後まできちんと行ってくださいました。
初めは久しぶりの仕事で緊張されてる方もいましたが、中には、「緊張感がきもちいいし、仕事が
できて嬉しい」とおっしゃるかたもいました。難しい作業も集中して行ううちに、コツをつかんだり、
自分のやりやすいように工夫してできるようになり、最終日にはみなさん自信たっぷりの表情で仕
事されていたように感じました。
仕事を通して自分の得意なものとそうでないものなどの自己理解を深めたり、再就職への意欲を
強めたりする方もいて、とてもいい経験になったと笑顔で話されたのが印象的でした。
エンジョイワーク・こころでは、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは
市内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
【平成23年度第10回庁内実習】

日 程

1月25日（水）～1月27日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み(500冊)
・地域福祉課／スタンプ押し／公用車洗車
・会計課／書類綴じ／封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り

参加者

4名（知的障害者3名・精神障害者1名）

2011年12月26日

年末年始のお休みについて。
エンジョイワーク・こころは、12月29日～1月3日までお休みをいたします。
1月4日からは通常通り、平日8：30～17：00の営業になりますので宜しくお願いします。
皆様良いお年をお迎え下さい。

2011年11月30日

野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
庁内実習3日目の最終日、千葉県野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
野田市役所では現在市役所内での実習は行われていないそうですが、今後、市役所実習の開催
を検討されていて、こころのHPで小金井市が同様の取組みをしていることを知り、連絡を下さいま
した。
当日は実習の様子を見学しながらいろいろな質問をされ、「仕事を切り出すことによって市役所側
も仕事が軽減されるし、障害者側も実習の場を確保できる。両者にとってプラスになる庁内実習を
実現したい。」と熱心に語られていたのが印象的でした。

2011年11月28日

11月の小金井市役所庁内実習が開催されました。
寒さが深まり、朝、布団から出るのが辛い季節となりました。そんな寒さ厳しい11月の終わりに、
年内最後の小金井市役所庁内実習が行われました。
今回の実習は3日間で、初参加2名を含む4名の利用者が参加しました。実習に参加すると、面談
だけではつかみきれないその人の特性が見えてきます。
自己理解があまり進んでいない人の場合、話で聞いていたよりも作業が出来なかったということも
ありますし、その反対で、以外な得意分野を発見する場合もあります。
今回も実習を通し支援者側は利用者への理解を深め、また、利用者自信も自己理解を深めること
ができました。
【平成23年度第8回庁内実習】

日 程

11月28日（月）～11月30日（水）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／裏紙作り
・地域福祉課／スタンプ押し
・交通対策課／公用車洗車

参加者

4名（精神障害者4名）

2011年11月11日

府中市の童里夢(ドリーム)工房に見学に行ってきました。
童里夢(ドリーム)工房は、精神科に通院している方の為の施設で、社会福祉法人 白梅会が運営
しています。
就労継続支援B型事業と就労移行支援を運営しており、今回はこころの職員3人が就労移行支援
についてのお話を聞きに行ってきました。
住宅街の中にある大きな一軒家を丸ごと作業所として借りていて、中にはお風呂や台所などがあ
り、広くゆとりのあるつくりになっていました。就労に向けての技能を身につけるパソコンや作業訓
練のプログラムの他、調理実習やSST（マナー・会話）に関する講座があり、それぞれ専門の講師
の方がいてとても充実した内容となっていました。また、アットホームな雰囲気の中でもしっかりと
した指導方針があり、他の支援機関との繋がりの中で充実した支援をされているのが印象的でし
た。
今後、こころの利用者を童里夢(ドリーム)工房に繋ぐなど連携をはかり、より良い支援ができるよ
うにしていきたいと思います。

2011年11月1日

就労支援センターMEWの職員の方が実習の見学にいらっしゃいました。
就労支援センターMEWは、一般就労を目指す精神科等に通院している方を支援する共同作業所
で、武蔵野市にあります。
庁内実習中の10月25日に3名で来庁し、作業を見学されました。
また、こちらも武蔵野市の取組みや、MEWの現状についてお話を伺うことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。
今後も近隣の施設との連携をはかり、より良い支援を提供できるようにしていきたいと思います。

2011年11月1日

10月の小金井市役所庁内実習を行いました。
今月の実習は5日間の日程で行われました。
今回は期間が長いことに加え、外での作業が多く体力的にはややきつめのスケジュールでした
が、疲れに気付き、それをどう対処するかということについて考えることができました。
またスキルを獲得することの楽しさを感じ、5日間やりぬいたことで自信を重ねました。
【平成23年度第7回庁内実習】

日 程

10月24日（月）～10月28日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／障害者のてびき
・地域福祉課／スタンプ押し、公用車洗車
・スポーツ振興係／公用車洗車
・企画政策課／スタンプ押し
・児童青少年課／草むしり

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年10月31日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、地域開拓促進コーディネーターを募集しています。小金井市内の企
業・関係機関への障害者雇用の為の関係づくりをするお仕事です。資格・就労支援の経験は問い
ません。
週４勤務、パート職での募集になります。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡
下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

く上で、自分の体調等も踏まえペース配分をきちんとしなければいけないことに気付いた。」など
と、実習を終えての感想にあったようにそれぞれにとって今回も意味のある実習期間となりまし
た。
【平成24年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日(水)～7月27日(金)

時 間

9時～16時

場 所

・小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室
・小金井市役所第二庁舎内 障害福祉課内（半日）

作業内容

・市民課／使用済封筒仕分け、切手切り、ビニールはがし、
シュレッダー作業、便利帳挟み込み（300冊）
・健康課／文書折り
・地域福祉課／スタンプ押し
・学務課／ミスプリント直し（文書裁断・のり貼り付け作業）
・会計課／書類綴り、封筒はがし、封筒分別
・介護福祉課／切手切り、雑誌束ね
・選挙管理委員会／スタンプ押し
・障害福祉課内半日実習（1名）／スタンプ押し

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・その他1名）

2012年7月6日

平成24年度第3回庁内実習 6月25日（月）～29日（金）の実習報告
梅雨まっただ中、6月の5日間の庁内実習が、初参加の方1名と、実習経験者3名の参加で行わ
れました。実習経験者が顔なじみであったためか終始和やかムードでの実習となりました。
今回の仕事内容は、この時期ならではの仕事、草むしりがありました。天気が不安定なこの季節
にしては天候にも恵まれ、皆汗をかきながら必死で頑張りました。雑草が無くなり、きれいになった
花壇等に満足の笑みが浮かんでいました。
事務作業未経験の初参加の方にとっては、知らない場所で初めての方々と過度の緊張もせず、
色々な内容のデスクワークを5日間やり終えたことが、自信となり、とても良い経験になったようで
した。実習を何度か経験している方達にとっても、就労に向けて次への課題が明白になった意味
のある実習となりました。
【平成24年度第3回庁内実習】

日 程

6月25日(月)～6月29日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・健康課／文書折り
・経済課／シール貼り
・スポーツ振興課／公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・保健福祉センター(健康課)草むしり

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体、知的障害者1名）

2012年6月22日

東京ガスライフバル西武蔵株式会社へ企業見学訪問②に行ってきました。
6月12日に東京ガスライフバル西武蔵店に会社見学に行ってきました。
今回も、就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くことや、事務職についてのイメー
ジをつけるためのオフィス内見学と称して、こころの登録者さん2名とセンターの職員2名でお邪魔
してきました。
今回の会社見学させていただいた、ガスライフバル西武蔵店は、武蔵小金井の前原町に位置し、
小金井と国分寺と府中を管轄されていて、一階はいつでも見学や相談ができる展示室がありまし
た。
今回は総務部の方々にご協力いただき、東京ガスライフバルの会社概要の説明と質疑応答の時
間を長く頂き、丁寧にかつ親切に様々な質問にお答えいただきました。その中で、働く上で大切に
していることについての質問があったのですが、上司や同僚とコミュニケーションを取ることが、ど
れだけ大切な事であるかを親身にお話しいただいたり、『就職』するということは、「職に就くという
よりも、会社に入る『就社』という考え方の方が適しているのではないか」とのお考えをお話いただ
けたり、会社に長く務めるための秘訣として、『オンとオフの切り替えの重要性』や『週末いかに有
意義に時間を使うか』などの、ためになる経験談をお話しいただきました。
これから就職を控えている方にとってはもちろん、今働いている私たちにとっても、【目から鱗】の
身になるお話を、丁寧に、またたくさんしていただき、大満足で帰ってきました。ガスライフバル西
武蔵店の皆様本当にありがとうございました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年6月22日

NICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学①に行ってきました。
5月31日にNICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学に行ってきました。
武蔵小金井に本社を構え、日本の基準時刻を定めている会社として有名な情報通信研究機構
NICT本社を社会科見学と称して、『就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くこと
や、事務職についてのイメージをつけるためのオフィス内見学』をさせていただきました。
今回は当センターの登録者の中で、今年大学を卒業された、新卒者2名の方と、当センターの職
員3名で訪問してきました。
はじめに、展示室にてNICTの会社概要のビデオを拝見し、その後展示室内を1時間ほど見学させ
て頂きました。そこでは、皆が世界水準の技術の高さに驚き、実際に展示されているものをいくつ
か体験させていただくこともできました。
その後は本社の方へ移り、人事の担当者の方よりNICTの仕組み等についての説明をいただき、
質疑応答の時間を設けていただきました。
オフィス内の様子に、新卒者の方達は緊張されつつも、職場のイメージ作りの参考になったと、と
ても満足の様子でした。職員にとっても、とても有意義な時間を過ごすことができました。
NICTの皆様には貴重なお時間をさいていただいたことに感謝しつつ、今年度初の会社訪問を終
えることができました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年5月30日

平成24年度第2回庁内実習 5月23日（水）～25日（金）の実習報告
小金井市役所暫定第三会議室にて2４年度5月の庁内実習が3日間行われました。
今回は男子2名・女子2名で、全員が実習経験者ということもあり、前回と比べると終始和やかム
ードでの実習となりました。作業の種類としては少なかったのが残念でしたが、黙々と作業に集中
し、それぞれが効率を上げるための工夫をする姿も良くみられました。公用車洗車の際には、汚
れを見つけそれを落としては、綺麗になって行くたびに喜ぶ姿が印象的でした。新車のようにピカ
ピカになった車をみて、皆最後は自然と笑みがこぼれていました。
今回の実習は反省点や次への課題がそれぞれ明確になり、良い経験となった三日間でした。
【平成24年度第2回庁内実習】

日 程

5月23日(水)～5月25日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 庶務課／公用車洗車
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ラベル貼り・
封入、裏紙作り・紙裁断作業
・ エンジョイワーク・こころ／ワッシャー計量・
コネクタ（ソケット）分解・組み立て

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体障害者1名）

2012年5月2日

平成24年度第1回庁内実習 4月25日（水）～27日（金）の実習報告
今回の実習は支援学校新卒者2名と、実習経験者2名、その他就労経験のある市内の施設に通
う方1名の計5名、全員が男性の実習となりました。
今回は終日雨の為、公用車洗車の仕事ができなかった変わりに、経験の一環として、ソケット（コ
ネクタボディ）の分解・組み立ての作業や、量りを使用する作業などに取りくみました。
就労経験のない新卒の方にとっては、働くということ事体がどういうことかを経験できた、よい体験
の場になったようです。経験者の方も、色々な作業を通して自分の得意・不得意の作業内容が明
確になり、アセスメントには良い実習となりました。
【平成24年度第1回庁内実習】

日 程

4月25日（水）～4月27日（金）

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし
・ 環境対策課／公用車洗車
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ 障害福祉課／障害者福祉のてびき作り
・ エンジョイワーク・こころ／
裏紙作り・テプラ作業・ワッシャー計量・
ソケット（コネクタ）分解、組み立て

参加者

5名（知的障害者3名・精神障害者2名）

2012年4月10日

小金井市役所にて23年度最終回の3月の庁内実習が5日間行われました。
今回は初参加の方3名と実習経験者2名が、2日間の人・3日間の人・5日間全部参加、に分かれ、
男子5名・女子1名が個々の目的を持って実習に参加されました。今回の仕事は年度末ということ
もあり、仕事の内容も量も充実したものとなりました。
実習を行うにあたり、個々の方の目標、例えば、「5日間集中して仕事に取り組む」・「自分の体力
や集中力の持続の確認」・「仕事をする上での姿勢」等が挙げられていましたが、それぞれが実習
を終え、その結果を踏まえ次のステップへの目標が明確になったようでした。
思いの外作業がはかどり、急遽、公用車の清掃を増やすなど、皆さんの頑張りがうかがえた実習
となりました。
【平成23年度第12回庁内実習】

日 程

3月26日（水）～3月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・
・
・
・
・
・
・
・

参加者

6名（知的障害者2名・精神障害者3名・身体障害者1名）

市民課／便利帳挟み込み（1000冊）
地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
会計課／書類綴じ・封筒はがし
環境対策課／公用車洗車
介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
経済課／文書折り・スタンプ押し・ラベル貼り・封入作業
〃 ／桜祭りチラシのシール張り
エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ライン引き

2012年2月22日

小金井市役所にて2月の庁内実習が3日間行われました。
今回は初参加の方2名と、実習経験者2名の、男子1名・女子3名ずつそれぞれが目的を持って実
習に取り組みました。
今回の仕事内容は一つ一つの量が多くなかったのですが、様々な仕事があったために、個々の
得意なものとそうでないもの、またはそれぞれの就職に向けての適応力の有無など、自己理解を
深めるのに良い機会となったのではないかと思います。
また、支援者側にとっても、とてもいいアセスメントの機会になり、新たな発見の場となりました。
次回は今年度最終、3月26日から一週間行う予定です。
【平成23年度第11回庁内実習】

日 程

2月22日（水）～2月24日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町第2庁舎601会議室

作業内容

・市民課／スタンプ押し
・地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り
・介護福祉課／切手切り
・エンジョイワーク・こころ／ＰＣ入力・ＰＣ書類作成
・エンジョイワーク・こころ／求人票整理作業等・ライン引き

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者2名）

2012年1月25日

小金井市役所にて１月の庁内実習が行われました。
今回は3日間、初参加の方3名と今回で庁内実習3回目のベテラン1名の男女2名ずつが参加し、
皆さんなれない作業も最後まできちんと行ってくださいました。
初めは久しぶりの仕事で緊張されてる方もいましたが、中には、「緊張感がきもちいいし、仕事が
できて嬉しい」とおっしゃるかたもいました。難しい作業も集中して行ううちに、コツをつかんだり、
自分のやりやすいように工夫してできるようになり、最終日にはみなさん自信たっぷりの表情で仕
事されていたように感じました。
仕事を通して自分の得意なものとそうでないものなどの自己理解を深めたり、再就職への意欲を
強めたりする方もいて、とてもいい経験になったと笑顔で話されたのが印象的でした。
エンジョイワーク・こころでは、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは
市内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
【平成23年度第10回庁内実習】

日 程

1月25日（水）～1月27日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み(500冊)
・地域福祉課／スタンプ押し／公用車洗車
・会計課／書類綴じ／封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り

参加者

4名（知的障害者3名・精神障害者1名）

2011年12月26日

年末年始のお休みについて。
エンジョイワーク・こころは、12月29日～1月3日までお休みをいたします。
1月4日からは通常通り、平日8：30～17：00の営業になりますので宜しくお願いします。
皆様良いお年をお迎え下さい。

2011年11月30日

野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
庁内実習3日目の最終日、千葉県野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
野田市役所では現在市役所内での実習は行われていないそうですが、今後、市役所実習の開催
を検討されていて、こころのHPで小金井市が同様の取組みをしていることを知り、連絡を下さいま
した。
当日は実習の様子を見学しながらいろいろな質問をされ、「仕事を切り出すことによって市役所側
も仕事が軽減されるし、障害者側も実習の場を確保できる。両者にとってプラスになる庁内実習を
実現したい。」と熱心に語られていたのが印象的でした。

2011年11月28日

11月の小金井市役所庁内実習が開催されました。
寒さが深まり、朝、布団から出るのが辛い季節となりました。そんな寒さ厳しい11月の終わりに、
年内最後の小金井市役所庁内実習が行われました。
今回の実習は3日間で、初参加2名を含む4名の利用者が参加しました。実習に参加すると、面談
だけではつかみきれないその人の特性が見えてきます。
自己理解があまり進んでいない人の場合、話で聞いていたよりも作業が出来なかったということも
ありますし、その反対で、以外な得意分野を発見する場合もあります。
今回も実習を通し支援者側は利用者への理解を深め、また、利用者自信も自己理解を深めること
ができました。
【平成23年度第8回庁内実習】

日 程

11月28日（月）～11月30日（水）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／裏紙作り
・地域福祉課／スタンプ押し
・交通対策課／公用車洗車

参加者

4名（精神障害者4名）

2011年11月11日

府中市の童里夢(ドリーム)工房に見学に行ってきました。
童里夢(ドリーム)工房は、精神科に通院している方の為の施設で、社会福祉法人 白梅会が運営
しています。
就労継続支援B型事業と就労移行支援を運営しており、今回はこころの職員3人が就労移行支援
についてのお話を聞きに行ってきました。
住宅街の中にある大きな一軒家を丸ごと作業所として借りていて、中にはお風呂や台所などがあ
り、広くゆとりのあるつくりになっていました。就労に向けての技能を身につけるパソコンや作業訓
練のプログラムの他、調理実習やSST（マナー・会話）に関する講座があり、それぞれ専門の講師
の方がいてとても充実した内容となっていました。また、アットホームな雰囲気の中でもしっかりと
した指導方針があり、他の支援機関との繋がりの中で充実した支援をされているのが印象的でし
た。
今後、こころの利用者を童里夢(ドリーム)工房に繋ぐなど連携をはかり、より良い支援ができるよ
うにしていきたいと思います。

2011年11月1日

就労支援センターMEWの職員の方が実習の見学にいらっしゃいました。
就労支援センターMEWは、一般就労を目指す精神科等に通院している方を支援する共同作業所
で、武蔵野市にあります。
庁内実習中の10月25日に3名で来庁し、作業を見学されました。
また、こちらも武蔵野市の取組みや、MEWの現状についてお話を伺うことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。
今後も近隣の施設との連携をはかり、より良い支援を提供できるようにしていきたいと思います。

2011年11月1日

10月の小金井市役所庁内実習を行いました。
今月の実習は5日間の日程で行われました。
今回は期間が長いことに加え、外での作業が多く体力的にはややきつめのスケジュールでした
が、疲れに気付き、それをどう対処するかということについて考えることができました。
またスキルを獲得することの楽しさを感じ、5日間やりぬいたことで自信を重ねました。
【平成23年度第7回庁内実習】

日 程

10月24日（月）～10月28日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／障害者のてびき
・地域福祉課／スタンプ押し、公用車洗車
・スポーツ振興係／公用車洗車
・企画政策課／スタンプ押し
・児童青少年課／草むしり

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年10月31日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、地域開拓促進コーディネーターを募集しています。小金井市内の企
業・関係機関への障害者雇用の為の関係づくりをするお仕事です。資格・就労支援の経験は問い
ません。
週４勤務、パート職での募集になります。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡
下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

く上で、自分の体調等も踏まえペース配分をきちんとしなければいけないことに気付いた。」など
と、実習を終えての感想にあったようにそれぞれにとって今回も意味のある実習期間となりまし
た。
【平成24年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日(水)～7月27日(金)

時 間

9時～16時

場 所

・小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室
・小金井市役所第二庁舎内 障害福祉課内（半日）

作業内容

・市民課／使用済封筒仕分け、切手切り、ビニールはがし、
シュレッダー作業、便利帳挟み込み（300冊）
・健康課／文書折り
・地域福祉課／スタンプ押し
・学務課／ミスプリント直し（文書裁断・のり貼り付け作業）
・会計課／書類綴り、封筒はがし、封筒分別
・介護福祉課／切手切り、雑誌束ね
・選挙管理委員会／スタンプ押し
・障害福祉課内半日実習（1名）／スタンプ押し

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・その他1名）

2012年7月6日

平成24年度第3回庁内実習 6月25日（月）～29日（金）の実習報告
梅雨まっただ中、6月の5日間の庁内実習が、初参加の方1名と、実習経験者3名の参加で行わ
れました。実習経験者が顔なじみであったためか終始和やかムードでの実習となりました。
今回の仕事内容は、この時期ならではの仕事、草むしりがありました。天気が不安定なこの季節
にしては天候にも恵まれ、皆汗をかきながら必死で頑張りました。雑草が無くなり、きれいになった
花壇等に満足の笑みが浮かんでいました。
事務作業未経験の初参加の方にとっては、知らない場所で初めての方々と過度の緊張もせず、
色々な内容のデスクワークを5日間やり終えたことが、自信となり、とても良い経験になったようで
した。実習を何度か経験している方達にとっても、就労に向けて次への課題が明白になった意味
のある実習となりました。
【平成24年度第3回庁内実習】

日 程

6月25日(月)～6月29日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・健康課／文書折り
・経済課／シール貼り
・スポーツ振興課／公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・保健福祉センター(健康課)草むしり

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体、知的障害者1名）

2012年6月22日

東京ガスライフバル西武蔵株式会社へ企業見学訪問②に行ってきました。
6月12日に東京ガスライフバル西武蔵店に会社見学に行ってきました。
今回も、就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くことや、事務職についてのイメー
ジをつけるためのオフィス内見学と称して、こころの登録者さん2名とセンターの職員2名でお邪魔
してきました。
今回の会社見学させていただいた、ガスライフバル西武蔵店は、武蔵小金井の前原町に位置し、
小金井と国分寺と府中を管轄されていて、一階はいつでも見学や相談ができる展示室がありまし
た。
今回は総務部の方々にご協力いただき、東京ガスライフバルの会社概要の説明と質疑応答の時
間を長く頂き、丁寧にかつ親切に様々な質問にお答えいただきました。その中で、働く上で大切に
していることについての質問があったのですが、上司や同僚とコミュニケーションを取ることが、ど
れだけ大切な事であるかを親身にお話しいただいたり、『就職』するということは、「職に就くという
よりも、会社に入る『就社』という考え方の方が適しているのではないか」とのお考えをお話いただ
けたり、会社に長く務めるための秘訣として、『オンとオフの切り替えの重要性』や『週末いかに有
意義に時間を使うか』などの、ためになる経験談をお話しいただきました。
これから就職を控えている方にとってはもちろん、今働いている私たちにとっても、【目から鱗】の
身になるお話を、丁寧に、またたくさんしていただき、大満足で帰ってきました。ガスライフバル西
武蔵店の皆様本当にありがとうございました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年6月22日

NICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学①に行ってきました。
5月31日にNICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学に行ってきました。
武蔵小金井に本社を構え、日本の基準時刻を定めている会社として有名な情報通信研究機構
NICT本社を社会科見学と称して、『就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くこと
や、事務職についてのイメージをつけるためのオフィス内見学』をさせていただきました。
今回は当センターの登録者の中で、今年大学を卒業された、新卒者2名の方と、当センターの職
員3名で訪問してきました。
はじめに、展示室にてNICTの会社概要のビデオを拝見し、その後展示室内を1時間ほど見学させ
て頂きました。そこでは、皆が世界水準の技術の高さに驚き、実際に展示されているものをいくつ
か体験させていただくこともできました。
その後は本社の方へ移り、人事の担当者の方よりNICTの仕組み等についての説明をいただき、
質疑応答の時間を設けていただきました。
オフィス内の様子に、新卒者の方達は緊張されつつも、職場のイメージ作りの参考になったと、と
ても満足の様子でした。職員にとっても、とても有意義な時間を過ごすことができました。
NICTの皆様には貴重なお時間をさいていただいたことに感謝しつつ、今年度初の会社訪問を終
えることができました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年5月30日

平成24年度第2回庁内実習 5月23日（水）～25日（金）の実習報告
小金井市役所暫定第三会議室にて2４年度5月の庁内実習が3日間行われました。
今回は男子2名・女子2名で、全員が実習経験者ということもあり、前回と比べると終始和やかム
ードでの実習となりました。作業の種類としては少なかったのが残念でしたが、黙々と作業に集中
し、それぞれが効率を上げるための工夫をする姿も良くみられました。公用車洗車の際には、汚
れを見つけそれを落としては、綺麗になって行くたびに喜ぶ姿が印象的でした。新車のようにピカ
ピカになった車をみて、皆最後は自然と笑みがこぼれていました。
今回の実習は反省点や次への課題がそれぞれ明確になり、良い経験となった三日間でした。
【平成24年度第2回庁内実習】

日 程

5月23日(水)～5月25日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 庶務課／公用車洗車
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ラベル貼り・
封入、裏紙作り・紙裁断作業
・ エンジョイワーク・こころ／ワッシャー計量・
コネクタ（ソケット）分解・組み立て

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体障害者1名）

2012年5月2日

平成24年度第1回庁内実習 4月25日（水）～27日（金）の実習報告
今回の実習は支援学校新卒者2名と、実習経験者2名、その他就労経験のある市内の施設に通
う方1名の計5名、全員が男性の実習となりました。
今回は終日雨の為、公用車洗車の仕事ができなかった変わりに、経験の一環として、ソケット（コ
ネクタボディ）の分解・組み立ての作業や、量りを使用する作業などに取りくみました。
就労経験のない新卒の方にとっては、働くということ事体がどういうことかを経験できた、よい体験
の場になったようです。経験者の方も、色々な作業を通して自分の得意・不得意の作業内容が明
確になり、アセスメントには良い実習となりました。
【平成24年度第1回庁内実習】

日 程

4月25日（水）～4月27日（金）

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし
・ 環境対策課／公用車洗車
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ 障害福祉課／障害者福祉のてびき作り
・ エンジョイワーク・こころ／
裏紙作り・テプラ作業・ワッシャー計量・
ソケット（コネクタ）分解、組み立て

参加者

5名（知的障害者3名・精神障害者2名）

2012年4月10日

小金井市役所にて23年度最終回の3月の庁内実習が5日間行われました。
今回は初参加の方3名と実習経験者2名が、2日間の人・3日間の人・5日間全部参加、に分かれ、
男子5名・女子1名が個々の目的を持って実習に参加されました。今回の仕事は年度末ということ
もあり、仕事の内容も量も充実したものとなりました。
実習を行うにあたり、個々の方の目標、例えば、「5日間集中して仕事に取り組む」・「自分の体力
や集中力の持続の確認」・「仕事をする上での姿勢」等が挙げられていましたが、それぞれが実習
を終え、その結果を踏まえ次のステップへの目標が明確になったようでした。
思いの外作業がはかどり、急遽、公用車の清掃を増やすなど、皆さんの頑張りがうかがえた実習
となりました。
【平成23年度第12回庁内実習】

日 程

3月26日（水）～3月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・
・
・
・
・
・
・
・

参加者

6名（知的障害者2名・精神障害者3名・身体障害者1名）

市民課／便利帳挟み込み（1000冊）
地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
会計課／書類綴じ・封筒はがし
環境対策課／公用車洗車
介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
経済課／文書折り・スタンプ押し・ラベル貼り・封入作業
〃 ／桜祭りチラシのシール張り
エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ライン引き

2012年2月22日

小金井市役所にて2月の庁内実習が3日間行われました。
今回は初参加の方2名と、実習経験者2名の、男子1名・女子3名ずつそれぞれが目的を持って実
習に取り組みました。
今回の仕事内容は一つ一つの量が多くなかったのですが、様々な仕事があったために、個々の
得意なものとそうでないもの、またはそれぞれの就職に向けての適応力の有無など、自己理解を
深めるのに良い機会となったのではないかと思います。
また、支援者側にとっても、とてもいいアセスメントの機会になり、新たな発見の場となりました。
次回は今年度最終、3月26日から一週間行う予定です。
【平成23年度第11回庁内実習】

日 程

2月22日（水）～2月24日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町第2庁舎601会議室

作業内容

・市民課／スタンプ押し
・地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り
・介護福祉課／切手切り
・エンジョイワーク・こころ／ＰＣ入力・ＰＣ書類作成
・エンジョイワーク・こころ／求人票整理作業等・ライン引き

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者2名）

2012年1月25日

小金井市役所にて１月の庁内実習が行われました。
今回は3日間、初参加の方3名と今回で庁内実習3回目のベテラン1名の男女2名ずつが参加し、
皆さんなれない作業も最後まできちんと行ってくださいました。
初めは久しぶりの仕事で緊張されてる方もいましたが、中には、「緊張感がきもちいいし、仕事が
できて嬉しい」とおっしゃるかたもいました。難しい作業も集中して行ううちに、コツをつかんだり、
自分のやりやすいように工夫してできるようになり、最終日にはみなさん自信たっぷりの表情で仕
事されていたように感じました。
仕事を通して自分の得意なものとそうでないものなどの自己理解を深めたり、再就職への意欲を
強めたりする方もいて、とてもいい経験になったと笑顔で話されたのが印象的でした。
エンジョイワーク・こころでは、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは
市内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
【平成23年度第10回庁内実習】

日 程

1月25日（水）～1月27日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み(500冊)
・地域福祉課／スタンプ押し／公用車洗車
・会計課／書類綴じ／封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り

参加者

4名（知的障害者3名・精神障害者1名）

2011年12月26日

年末年始のお休みについて。
エンジョイワーク・こころは、12月29日～1月3日までお休みをいたします。
1月4日からは通常通り、平日8：30～17：00の営業になりますので宜しくお願いします。
皆様良いお年をお迎え下さい。

2011年11月30日

野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
庁内実習3日目の最終日、千葉県野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
野田市役所では現在市役所内での実習は行われていないそうですが、今後、市役所実習の開催
を検討されていて、こころのHPで小金井市が同様の取組みをしていることを知り、連絡を下さいま
した。
当日は実習の様子を見学しながらいろいろな質問をされ、「仕事を切り出すことによって市役所側
も仕事が軽減されるし、障害者側も実習の場を確保できる。両者にとってプラスになる庁内実習を
実現したい。」と熱心に語られていたのが印象的でした。

2011年11月28日

11月の小金井市役所庁内実習が開催されました。
寒さが深まり、朝、布団から出るのが辛い季節となりました。そんな寒さ厳しい11月の終わりに、
年内最後の小金井市役所庁内実習が行われました。
今回の実習は3日間で、初参加2名を含む4名の利用者が参加しました。実習に参加すると、面談
だけではつかみきれないその人の特性が見えてきます。
自己理解があまり進んでいない人の場合、話で聞いていたよりも作業が出来なかったということも
ありますし、その反対で、以外な得意分野を発見する場合もあります。
今回も実習を通し支援者側は利用者への理解を深め、また、利用者自信も自己理解を深めること
ができました。
【平成23年度第8回庁内実習】

日 程

11月28日（月）～11月30日（水）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／裏紙作り
・地域福祉課／スタンプ押し
・交通対策課／公用車洗車

参加者

4名（精神障害者4名）

2011年11月11日

府中市の童里夢(ドリーム)工房に見学に行ってきました。
童里夢(ドリーム)工房は、精神科に通院している方の為の施設で、社会福祉法人 白梅会が運営
しています。
就労継続支援B型事業と就労移行支援を運営しており、今回はこころの職員3人が就労移行支援
についてのお話を聞きに行ってきました。
住宅街の中にある大きな一軒家を丸ごと作業所として借りていて、中にはお風呂や台所などがあ
り、広くゆとりのあるつくりになっていました。就労に向けての技能を身につけるパソコンや作業訓
練のプログラムの他、調理実習やSST（マナー・会話）に関する講座があり、それぞれ専門の講師
の方がいてとても充実した内容となっていました。また、アットホームな雰囲気の中でもしっかりと
した指導方針があり、他の支援機関との繋がりの中で充実した支援をされているのが印象的でし
た。
今後、こころの利用者を童里夢(ドリーム)工房に繋ぐなど連携をはかり、より良い支援ができるよ
うにしていきたいと思います。

2011年11月1日

就労支援センターMEWの職員の方が実習の見学にいらっしゃいました。
就労支援センターMEWは、一般就労を目指す精神科等に通院している方を支援する共同作業所
で、武蔵野市にあります。
庁内実習中の10月25日に3名で来庁し、作業を見学されました。
また、こちらも武蔵野市の取組みや、MEWの現状についてお話を伺うことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。
今後も近隣の施設との連携をはかり、より良い支援を提供できるようにしていきたいと思います。

2011年11月1日

10月の小金井市役所庁内実習を行いました。
今月の実習は5日間の日程で行われました。
今回は期間が長いことに加え、外での作業が多く体力的にはややきつめのスケジュールでした
が、疲れに気付き、それをどう対処するかということについて考えることができました。
またスキルを獲得することの楽しさを感じ、5日間やりぬいたことで自信を重ねました。
【平成23年度第7回庁内実習】

日 程

10月24日（月）～10月28日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／障害者のてびき
・地域福祉課／スタンプ押し、公用車洗車
・スポーツ振興係／公用車洗車
・企画政策課／スタンプ押し
・児童青少年課／草むしり

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年10月31日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、地域開拓促進コーディネーターを募集しています。小金井市内の企
業・関係機関への障害者雇用の為の関係づくりをするお仕事です。資格・就労支援の経験は問い
ません。
週４勤務、パート職での募集になります。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡
下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

く上で、自分の体調等も踏まえペース配分をきちんとしなければいけないことに気付いた。」など
と、実習を終えての感想にあったようにそれぞれにとって今回も意味のある実習期間となりまし
た。
【平成24年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日(水)～7月27日(金)

時 間

9時～16時

場 所

・小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室
・小金井市役所第二庁舎内 障害福祉課内（半日）

作業内容

・市民課／使用済封筒仕分け、切手切り、ビニールはがし、
シュレッダー作業、便利帳挟み込み（300冊）
・健康課／文書折り
・地域福祉課／スタンプ押し
・学務課／ミスプリント直し（文書裁断・のり貼り付け作業）
・会計課／書類綴り、封筒はがし、封筒分別
・介護福祉課／切手切り、雑誌束ね
・選挙管理委員会／スタンプ押し
・障害福祉課内半日実習（1名）／スタンプ押し

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・その他1名）

2012年7月6日

平成24年度第3回庁内実習 6月25日（月）～29日（金）の実習報告
梅雨まっただ中、6月の5日間の庁内実習が、初参加の方1名と、実習経験者3名の参加で行わ
れました。実習経験者が顔なじみであったためか終始和やかムードでの実習となりました。
今回の仕事内容は、この時期ならではの仕事、草むしりがありました。天気が不安定なこの季節
にしては天候にも恵まれ、皆汗をかきながら必死で頑張りました。雑草が無くなり、きれいになった
花壇等に満足の笑みが浮かんでいました。
事務作業未経験の初参加の方にとっては、知らない場所で初めての方々と過度の緊張もせず、
色々な内容のデスクワークを5日間やり終えたことが、自信となり、とても良い経験になったようで
した。実習を何度か経験している方達にとっても、就労に向けて次への課題が明白になった意味
のある実習となりました。
【平成24年度第3回庁内実習】

日 程

6月25日(月)～6月29日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・健康課／文書折り
・経済課／シール貼り
・スポーツ振興課／公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・保健福祉センター(健康課)草むしり

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体、知的障害者1名）

2012年6月22日

東京ガスライフバル西武蔵株式会社へ企業見学訪問②に行ってきました。
6月12日に東京ガスライフバル西武蔵店に会社見学に行ってきました。
今回も、就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くことや、事務職についてのイメー
ジをつけるためのオフィス内見学と称して、こころの登録者さん2名とセンターの職員2名でお邪魔
してきました。
今回の会社見学させていただいた、ガスライフバル西武蔵店は、武蔵小金井の前原町に位置し、
小金井と国分寺と府中を管轄されていて、一階はいつでも見学や相談ができる展示室がありまし
た。
今回は総務部の方々にご協力いただき、東京ガスライフバルの会社概要の説明と質疑応答の時
間を長く頂き、丁寧にかつ親切に様々な質問にお答えいただきました。その中で、働く上で大切に
していることについての質問があったのですが、上司や同僚とコミュニケーションを取ることが、ど
れだけ大切な事であるかを親身にお話しいただいたり、『就職』するということは、「職に就くという
よりも、会社に入る『就社』という考え方の方が適しているのではないか」とのお考えをお話いただ
けたり、会社に長く務めるための秘訣として、『オンとオフの切り替えの重要性』や『週末いかに有
意義に時間を使うか』などの、ためになる経験談をお話しいただきました。
これから就職を控えている方にとってはもちろん、今働いている私たちにとっても、【目から鱗】の
身になるお話を、丁寧に、またたくさんしていただき、大満足で帰ってきました。ガスライフバル西
武蔵店の皆様本当にありがとうございました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年6月22日

NICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学①に行ってきました。
5月31日にNICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学に行ってきました。
武蔵小金井に本社を構え、日本の基準時刻を定めている会社として有名な情報通信研究機構
NICT本社を社会科見学と称して、『就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くこと
や、事務職についてのイメージをつけるためのオフィス内見学』をさせていただきました。
今回は当センターの登録者の中で、今年大学を卒業された、新卒者2名の方と、当センターの職
員3名で訪問してきました。
はじめに、展示室にてNICTの会社概要のビデオを拝見し、その後展示室内を1時間ほど見学させ
て頂きました。そこでは、皆が世界水準の技術の高さに驚き、実際に展示されているものをいくつ
か体験させていただくこともできました。
その後は本社の方へ移り、人事の担当者の方よりNICTの仕組み等についての説明をいただき、
質疑応答の時間を設けていただきました。
オフィス内の様子に、新卒者の方達は緊張されつつも、職場のイメージ作りの参考になったと、と
ても満足の様子でした。職員にとっても、とても有意義な時間を過ごすことができました。
NICTの皆様には貴重なお時間をさいていただいたことに感謝しつつ、今年度初の会社訪問を終
えることができました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年5月30日

平成24年度第2回庁内実習 5月23日（水）～25日（金）の実習報告
小金井市役所暫定第三会議室にて2４年度5月の庁内実習が3日間行われました。
今回は男子2名・女子2名で、全員が実習経験者ということもあり、前回と比べると終始和やかム
ードでの実習となりました。作業の種類としては少なかったのが残念でしたが、黙々と作業に集中
し、それぞれが効率を上げるための工夫をする姿も良くみられました。公用車洗車の際には、汚
れを見つけそれを落としては、綺麗になって行くたびに喜ぶ姿が印象的でした。新車のようにピカ
ピカになった車をみて、皆最後は自然と笑みがこぼれていました。
今回の実習は反省点や次への課題がそれぞれ明確になり、良い経験となった三日間でした。
【平成24年度第2回庁内実習】

日 程

5月23日(水)～5月25日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 庶務課／公用車洗車
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ラベル貼り・
封入、裏紙作り・紙裁断作業
・ エンジョイワーク・こころ／ワッシャー計量・
コネクタ（ソケット）分解・組み立て

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体障害者1名）

2012年5月2日

平成24年度第1回庁内実習 4月25日（水）～27日（金）の実習報告
今回の実習は支援学校新卒者2名と、実習経験者2名、その他就労経験のある市内の施設に通
う方1名の計5名、全員が男性の実習となりました。
今回は終日雨の為、公用車洗車の仕事ができなかった変わりに、経験の一環として、ソケット（コ
ネクタボディ）の分解・組み立ての作業や、量りを使用する作業などに取りくみました。
就労経験のない新卒の方にとっては、働くということ事体がどういうことかを経験できた、よい体験
の場になったようです。経験者の方も、色々な作業を通して自分の得意・不得意の作業内容が明
確になり、アセスメントには良い実習となりました。
【平成24年度第1回庁内実習】

日 程

4月25日（水）～4月27日（金）

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし
・ 環境対策課／公用車洗車
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ 障害福祉課／障害者福祉のてびき作り
・ エンジョイワーク・こころ／
裏紙作り・テプラ作業・ワッシャー計量・
ソケット（コネクタ）分解、組み立て

参加者

5名（知的障害者3名・精神障害者2名）

2012年4月10日

小金井市役所にて23年度最終回の3月の庁内実習が5日間行われました。
今回は初参加の方3名と実習経験者2名が、2日間の人・3日間の人・5日間全部参加、に分かれ、
男子5名・女子1名が個々の目的を持って実習に参加されました。今回の仕事は年度末ということ
もあり、仕事の内容も量も充実したものとなりました。
実習を行うにあたり、個々の方の目標、例えば、「5日間集中して仕事に取り組む」・「自分の体力
や集中力の持続の確認」・「仕事をする上での姿勢」等が挙げられていましたが、それぞれが実習
を終え、その結果を踏まえ次のステップへの目標が明確になったようでした。
思いの外作業がはかどり、急遽、公用車の清掃を増やすなど、皆さんの頑張りがうかがえた実習
となりました。
【平成23年度第12回庁内実習】

日 程

3月26日（水）～3月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・
・
・
・
・
・
・
・

参加者

6名（知的障害者2名・精神障害者3名・身体障害者1名）

市民課／便利帳挟み込み（1000冊）
地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
会計課／書類綴じ・封筒はがし
環境対策課／公用車洗車
介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
経済課／文書折り・スタンプ押し・ラベル貼り・封入作業
〃 ／桜祭りチラシのシール張り
エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ライン引き

2012年2月22日

小金井市役所にて2月の庁内実習が3日間行われました。
今回は初参加の方2名と、実習経験者2名の、男子1名・女子3名ずつそれぞれが目的を持って実
習に取り組みました。
今回の仕事内容は一つ一つの量が多くなかったのですが、様々な仕事があったために、個々の
得意なものとそうでないもの、またはそれぞれの就職に向けての適応力の有無など、自己理解を
深めるのに良い機会となったのではないかと思います。
また、支援者側にとっても、とてもいいアセスメントの機会になり、新たな発見の場となりました。
次回は今年度最終、3月26日から一週間行う予定です。
【平成23年度第11回庁内実習】

日 程

2月22日（水）～2月24日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町第2庁舎601会議室

作業内容

・市民課／スタンプ押し
・地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り
・介護福祉課／切手切り
・エンジョイワーク・こころ／ＰＣ入力・ＰＣ書類作成
・エンジョイワーク・こころ／求人票整理作業等・ライン引き

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者2名）

2012年1月25日

小金井市役所にて１月の庁内実習が行われました。
今回は3日間、初参加の方3名と今回で庁内実習3回目のベテラン1名の男女2名ずつが参加し、
皆さんなれない作業も最後まできちんと行ってくださいました。
初めは久しぶりの仕事で緊張されてる方もいましたが、中には、「緊張感がきもちいいし、仕事が
できて嬉しい」とおっしゃるかたもいました。難しい作業も集中して行ううちに、コツをつかんだり、
自分のやりやすいように工夫してできるようになり、最終日にはみなさん自信たっぷりの表情で仕
事されていたように感じました。
仕事を通して自分の得意なものとそうでないものなどの自己理解を深めたり、再就職への意欲を
強めたりする方もいて、とてもいい経験になったと笑顔で話されたのが印象的でした。
エンジョイワーク・こころでは、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは
市内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
【平成23年度第10回庁内実習】

日 程

1月25日（水）～1月27日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み(500冊)
・地域福祉課／スタンプ押し／公用車洗車
・会計課／書類綴じ／封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り

参加者

4名（知的障害者3名・精神障害者1名）

2011年12月26日

年末年始のお休みについて。
エンジョイワーク・こころは、12月29日～1月3日までお休みをいたします。
1月4日からは通常通り、平日8：30～17：00の営業になりますので宜しくお願いします。
皆様良いお年をお迎え下さい。

2011年11月30日

野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
庁内実習3日目の最終日、千葉県野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
野田市役所では現在市役所内での実習は行われていないそうですが、今後、市役所実習の開催
を検討されていて、こころのHPで小金井市が同様の取組みをしていることを知り、連絡を下さいま
した。
当日は実習の様子を見学しながらいろいろな質問をされ、「仕事を切り出すことによって市役所側
も仕事が軽減されるし、障害者側も実習の場を確保できる。両者にとってプラスになる庁内実習を
実現したい。」と熱心に語られていたのが印象的でした。

2011年11月28日

11月の小金井市役所庁内実習が開催されました。
寒さが深まり、朝、布団から出るのが辛い季節となりました。そんな寒さ厳しい11月の終わりに、
年内最後の小金井市役所庁内実習が行われました。
今回の実習は3日間で、初参加2名を含む4名の利用者が参加しました。実習に参加すると、面談
だけではつかみきれないその人の特性が見えてきます。
自己理解があまり進んでいない人の場合、話で聞いていたよりも作業が出来なかったということも
ありますし、その反対で、以外な得意分野を発見する場合もあります。
今回も実習を通し支援者側は利用者への理解を深め、また、利用者自信も自己理解を深めること
ができました。
【平成23年度第8回庁内実習】

日 程

11月28日（月）～11月30日（水）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／裏紙作り
・地域福祉課／スタンプ押し
・交通対策課／公用車洗車

参加者

4名（精神障害者4名）

2011年11月11日

府中市の童里夢(ドリーム)工房に見学に行ってきました。
童里夢(ドリーム)工房は、精神科に通院している方の為の施設で、社会福祉法人 白梅会が運営
しています。
就労継続支援B型事業と就労移行支援を運営しており、今回はこころの職員3人が就労移行支援
についてのお話を聞きに行ってきました。
住宅街の中にある大きな一軒家を丸ごと作業所として借りていて、中にはお風呂や台所などがあ
り、広くゆとりのあるつくりになっていました。就労に向けての技能を身につけるパソコンや作業訓
練のプログラムの他、調理実習やSST（マナー・会話）に関する講座があり、それぞれ専門の講師
の方がいてとても充実した内容となっていました。また、アットホームな雰囲気の中でもしっかりと
した指導方針があり、他の支援機関との繋がりの中で充実した支援をされているのが印象的でし
た。
今後、こころの利用者を童里夢(ドリーム)工房に繋ぐなど連携をはかり、より良い支援ができるよ
うにしていきたいと思います。

2011年11月1日

就労支援センターMEWの職員の方が実習の見学にいらっしゃいました。
就労支援センターMEWは、一般就労を目指す精神科等に通院している方を支援する共同作業所
で、武蔵野市にあります。
庁内実習中の10月25日に3名で来庁し、作業を見学されました。
また、こちらも武蔵野市の取組みや、MEWの現状についてお話を伺うことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。
今後も近隣の施設との連携をはかり、より良い支援を提供できるようにしていきたいと思います。

2011年11月1日

10月の小金井市役所庁内実習を行いました。
今月の実習は5日間の日程で行われました。
今回は期間が長いことに加え、外での作業が多く体力的にはややきつめのスケジュールでした
が、疲れに気付き、それをどう対処するかということについて考えることができました。
またスキルを獲得することの楽しさを感じ、5日間やりぬいたことで自信を重ねました。
【平成23年度第7回庁内実習】

日 程

10月24日（月）～10月28日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／障害者のてびき
・地域福祉課／スタンプ押し、公用車洗車
・スポーツ振興係／公用車洗車
・企画政策課／スタンプ押し
・児童青少年課／草むしり

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年10月31日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、地域開拓促進コーディネーターを募集しています。小金井市内の企
業・関係機関への障害者雇用の為の関係づくりをするお仕事です。資格・就労支援の経験は問い
ません。
週４勤務、パート職での募集になります。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡
下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

く上で、自分の体調等も踏まえペース配分をきちんとしなければいけないことに気付いた。」など
と、実習を終えての感想にあったようにそれぞれにとって今回も意味のある実習期間となりまし
た。
【平成24年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日(水)～7月27日(金)

時 間

9時～16時

場 所

・小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室
・小金井市役所第二庁舎内 障害福祉課内（半日）

作業内容

・市民課／使用済封筒仕分け、切手切り、ビニールはがし、
シュレッダー作業、便利帳挟み込み（300冊）
・健康課／文書折り
・地域福祉課／スタンプ押し
・学務課／ミスプリント直し（文書裁断・のり貼り付け作業）
・会計課／書類綴り、封筒はがし、封筒分別
・介護福祉課／切手切り、雑誌束ね
・選挙管理委員会／スタンプ押し
・障害福祉課内半日実習（1名）／スタンプ押し

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・その他1名）

2012年7月6日

平成24年度第3回庁内実習 6月25日（月）～29日（金）の実習報告
梅雨まっただ中、6月の5日間の庁内実習が、初参加の方1名と、実習経験者3名の参加で行わ
れました。実習経験者が顔なじみであったためか終始和やかムードでの実習となりました。
今回の仕事内容は、この時期ならではの仕事、草むしりがありました。天気が不安定なこの季節
にしては天候にも恵まれ、皆汗をかきながら必死で頑張りました。雑草が無くなり、きれいになった
花壇等に満足の笑みが浮かんでいました。
事務作業未経験の初参加の方にとっては、知らない場所で初めての方々と過度の緊張もせず、
色々な内容のデスクワークを5日間やり終えたことが、自信となり、とても良い経験になったようで
した。実習を何度か経験している方達にとっても、就労に向けて次への課題が明白になった意味
のある実習となりました。
【平成24年度第3回庁内実習】

日 程

6月25日(月)～6月29日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・健康課／文書折り
・経済課／シール貼り
・スポーツ振興課／公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・保健福祉センター(健康課)草むしり

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体、知的障害者1名）

2012年6月22日

東京ガスライフバル西武蔵株式会社へ企業見学訪問②に行ってきました。
6月12日に東京ガスライフバル西武蔵店に会社見学に行ってきました。
今回も、就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くことや、事務職についてのイメー
ジをつけるためのオフィス内見学と称して、こころの登録者さん2名とセンターの職員2名でお邪魔
してきました。
今回の会社見学させていただいた、ガスライフバル西武蔵店は、武蔵小金井の前原町に位置し、
小金井と国分寺と府中を管轄されていて、一階はいつでも見学や相談ができる展示室がありまし
た。
今回は総務部の方々にご協力いただき、東京ガスライフバルの会社概要の説明と質疑応答の時
間を長く頂き、丁寧にかつ親切に様々な質問にお答えいただきました。その中で、働く上で大切に
していることについての質問があったのですが、上司や同僚とコミュニケーションを取ることが、ど
れだけ大切な事であるかを親身にお話しいただいたり、『就職』するということは、「職に就くという
よりも、会社に入る『就社』という考え方の方が適しているのではないか」とのお考えをお話いただ
けたり、会社に長く務めるための秘訣として、『オンとオフの切り替えの重要性』や『週末いかに有
意義に時間を使うか』などの、ためになる経験談をお話しいただきました。
これから就職を控えている方にとってはもちろん、今働いている私たちにとっても、【目から鱗】の
身になるお話を、丁寧に、またたくさんしていただき、大満足で帰ってきました。ガスライフバル西
武蔵店の皆様本当にありがとうございました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年6月22日

NICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学①に行ってきました。
5月31日にNICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学に行ってきました。
武蔵小金井に本社を構え、日本の基準時刻を定めている会社として有名な情報通信研究機構
NICT本社を社会科見学と称して、『就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くこと
や、事務職についてのイメージをつけるためのオフィス内見学』をさせていただきました。
今回は当センターの登録者の中で、今年大学を卒業された、新卒者2名の方と、当センターの職
員3名で訪問してきました。
はじめに、展示室にてNICTの会社概要のビデオを拝見し、その後展示室内を1時間ほど見学させ
て頂きました。そこでは、皆が世界水準の技術の高さに驚き、実際に展示されているものをいくつ
か体験させていただくこともできました。
その後は本社の方へ移り、人事の担当者の方よりNICTの仕組み等についての説明をいただき、
質疑応答の時間を設けていただきました。
オフィス内の様子に、新卒者の方達は緊張されつつも、職場のイメージ作りの参考になったと、と
ても満足の様子でした。職員にとっても、とても有意義な時間を過ごすことができました。
NICTの皆様には貴重なお時間をさいていただいたことに感謝しつつ、今年度初の会社訪問を終
えることができました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年5月30日

平成24年度第2回庁内実習 5月23日（水）～25日（金）の実習報告
小金井市役所暫定第三会議室にて2４年度5月の庁内実習が3日間行われました。
今回は男子2名・女子2名で、全員が実習経験者ということもあり、前回と比べると終始和やかム
ードでの実習となりました。作業の種類としては少なかったのが残念でしたが、黙々と作業に集中
し、それぞれが効率を上げるための工夫をする姿も良くみられました。公用車洗車の際には、汚
れを見つけそれを落としては、綺麗になって行くたびに喜ぶ姿が印象的でした。新車のようにピカ
ピカになった車をみて、皆最後は自然と笑みがこぼれていました。
今回の実習は反省点や次への課題がそれぞれ明確になり、良い経験となった三日間でした。
【平成24年度第2回庁内実習】

日 程

5月23日(水)～5月25日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 庶務課／公用車洗車
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ラベル貼り・
封入、裏紙作り・紙裁断作業
・ エンジョイワーク・こころ／ワッシャー計量・
コネクタ（ソケット）分解・組み立て

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体障害者1名）

2012年5月2日

平成24年度第1回庁内実習 4月25日（水）～27日（金）の実習報告
今回の実習は支援学校新卒者2名と、実習経験者2名、その他就労経験のある市内の施設に通
う方1名の計5名、全員が男性の実習となりました。
今回は終日雨の為、公用車洗車の仕事ができなかった変わりに、経験の一環として、ソケット（コ
ネクタボディ）の分解・組み立ての作業や、量りを使用する作業などに取りくみました。
就労経験のない新卒の方にとっては、働くということ事体がどういうことかを経験できた、よい体験
の場になったようです。経験者の方も、色々な作業を通して自分の得意・不得意の作業内容が明
確になり、アセスメントには良い実習となりました。
【平成24年度第1回庁内実習】

日 程

4月25日（水）～4月27日（金）

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし
・ 環境対策課／公用車洗車
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ 障害福祉課／障害者福祉のてびき作り
・ エンジョイワーク・こころ／
裏紙作り・テプラ作業・ワッシャー計量・
ソケット（コネクタ）分解、組み立て

参加者

5名（知的障害者3名・精神障害者2名）

2012年4月10日

小金井市役所にて23年度最終回の3月の庁内実習が5日間行われました。
今回は初参加の方3名と実習経験者2名が、2日間の人・3日間の人・5日間全部参加、に分かれ、
男子5名・女子1名が個々の目的を持って実習に参加されました。今回の仕事は年度末ということ
もあり、仕事の内容も量も充実したものとなりました。
実習を行うにあたり、個々の方の目標、例えば、「5日間集中して仕事に取り組む」・「自分の体力
や集中力の持続の確認」・「仕事をする上での姿勢」等が挙げられていましたが、それぞれが実習
を終え、その結果を踏まえ次のステップへの目標が明確になったようでした。
思いの外作業がはかどり、急遽、公用車の清掃を増やすなど、皆さんの頑張りがうかがえた実習
となりました。
【平成23年度第12回庁内実習】

日 程

3月26日（水）～3月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・
・
・
・
・
・
・
・

参加者

6名（知的障害者2名・精神障害者3名・身体障害者1名）

市民課／便利帳挟み込み（1000冊）
地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
会計課／書類綴じ・封筒はがし
環境対策課／公用車洗車
介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
経済課／文書折り・スタンプ押し・ラベル貼り・封入作業
〃 ／桜祭りチラシのシール張り
エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ライン引き

2012年2月22日

小金井市役所にて2月の庁内実習が3日間行われました。
今回は初参加の方2名と、実習経験者2名の、男子1名・女子3名ずつそれぞれが目的を持って実
習に取り組みました。
今回の仕事内容は一つ一つの量が多くなかったのですが、様々な仕事があったために、個々の
得意なものとそうでないもの、またはそれぞれの就職に向けての適応力の有無など、自己理解を
深めるのに良い機会となったのではないかと思います。
また、支援者側にとっても、とてもいいアセスメントの機会になり、新たな発見の場となりました。
次回は今年度最終、3月26日から一週間行う予定です。
【平成23年度第11回庁内実習】

日 程

2月22日（水）～2月24日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町第2庁舎601会議室

作業内容

・市民課／スタンプ押し
・地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り
・介護福祉課／切手切り
・エンジョイワーク・こころ／ＰＣ入力・ＰＣ書類作成
・エンジョイワーク・こころ／求人票整理作業等・ライン引き

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者2名）

2012年1月25日

小金井市役所にて１月の庁内実習が行われました。
今回は3日間、初参加の方3名と今回で庁内実習3回目のベテラン1名の男女2名ずつが参加し、
皆さんなれない作業も最後まできちんと行ってくださいました。
初めは久しぶりの仕事で緊張されてる方もいましたが、中には、「緊張感がきもちいいし、仕事が
できて嬉しい」とおっしゃるかたもいました。難しい作業も集中して行ううちに、コツをつかんだり、
自分のやりやすいように工夫してできるようになり、最終日にはみなさん自信たっぷりの表情で仕
事されていたように感じました。
仕事を通して自分の得意なものとそうでないものなどの自己理解を深めたり、再就職への意欲を
強めたりする方もいて、とてもいい経験になったと笑顔で話されたのが印象的でした。
エンジョイワーク・こころでは、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは
市内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
【平成23年度第10回庁内実習】

日 程

1月25日（水）～1月27日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み(500冊)
・地域福祉課／スタンプ押し／公用車洗車
・会計課／書類綴じ／封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り

参加者

4名（知的障害者3名・精神障害者1名）

2011年12月26日

年末年始のお休みについて。
エンジョイワーク・こころは、12月29日～1月3日までお休みをいたします。
1月4日からは通常通り、平日8：30～17：00の営業になりますので宜しくお願いします。
皆様良いお年をお迎え下さい。

2011年11月30日

野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
庁内実習3日目の最終日、千葉県野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
野田市役所では現在市役所内での実習は行われていないそうですが、今後、市役所実習の開催
を検討されていて、こころのHPで小金井市が同様の取組みをしていることを知り、連絡を下さいま
した。
当日は実習の様子を見学しながらいろいろな質問をされ、「仕事を切り出すことによって市役所側
も仕事が軽減されるし、障害者側も実習の場を確保できる。両者にとってプラスになる庁内実習を
実現したい。」と熱心に語られていたのが印象的でした。

2011年11月28日

11月の小金井市役所庁内実習が開催されました。
寒さが深まり、朝、布団から出るのが辛い季節となりました。そんな寒さ厳しい11月の終わりに、
年内最後の小金井市役所庁内実習が行われました。
今回の実習は3日間で、初参加2名を含む4名の利用者が参加しました。実習に参加すると、面談
だけではつかみきれないその人の特性が見えてきます。
自己理解があまり進んでいない人の場合、話で聞いていたよりも作業が出来なかったということも
ありますし、その反対で、以外な得意分野を発見する場合もあります。
今回も実習を通し支援者側は利用者への理解を深め、また、利用者自信も自己理解を深めること
ができました。
【平成23年度第8回庁内実習】

日 程

11月28日（月）～11月30日（水）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／裏紙作り
・地域福祉課／スタンプ押し
・交通対策課／公用車洗車

参加者

4名（精神障害者4名）

2011年11月11日

府中市の童里夢(ドリーム)工房に見学に行ってきました。
童里夢(ドリーム)工房は、精神科に通院している方の為の施設で、社会福祉法人 白梅会が運営
しています。
就労継続支援B型事業と就労移行支援を運営しており、今回はこころの職員3人が就労移行支援
についてのお話を聞きに行ってきました。
住宅街の中にある大きな一軒家を丸ごと作業所として借りていて、中にはお風呂や台所などがあ
り、広くゆとりのあるつくりになっていました。就労に向けての技能を身につけるパソコンや作業訓
練のプログラムの他、調理実習やSST（マナー・会話）に関する講座があり、それぞれ専門の講師
の方がいてとても充実した内容となっていました。また、アットホームな雰囲気の中でもしっかりと
した指導方針があり、他の支援機関との繋がりの中で充実した支援をされているのが印象的でし
た。
今後、こころの利用者を童里夢(ドリーム)工房に繋ぐなど連携をはかり、より良い支援ができるよ
うにしていきたいと思います。

2011年11月1日

就労支援センターMEWの職員の方が実習の見学にいらっしゃいました。
就労支援センターMEWは、一般就労を目指す精神科等に通院している方を支援する共同作業所
で、武蔵野市にあります。
庁内実習中の10月25日に3名で来庁し、作業を見学されました。
また、こちらも武蔵野市の取組みや、MEWの現状についてお話を伺うことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。
今後も近隣の施設との連携をはかり、より良い支援を提供できるようにしていきたいと思います。

2011年11月1日

10月の小金井市役所庁内実習を行いました。
今月の実習は5日間の日程で行われました。
今回は期間が長いことに加え、外での作業が多く体力的にはややきつめのスケジュールでした
が、疲れに気付き、それをどう対処するかということについて考えることができました。
またスキルを獲得することの楽しさを感じ、5日間やりぬいたことで自信を重ねました。
【平成23年度第7回庁内実習】

日 程

10月24日（月）～10月28日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／障害者のてびき
・地域福祉課／スタンプ押し、公用車洗車
・スポーツ振興係／公用車洗車
・企画政策課／スタンプ押し
・児童青少年課／草むしり

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年10月31日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、地域開拓促進コーディネーターを募集しています。小金井市内の企
業・関係機関への障害者雇用の為の関係づくりをするお仕事です。資格・就労支援の経験は問い
ません。
週４勤務、パート職での募集になります。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡
下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

く上で、自分の体調等も踏まえペース配分をきちんとしなければいけないことに気付いた。」など
と、実習を終えての感想にあったようにそれぞれにとって今回も意味のある実習期間となりまし
た。
【平成24年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日(水)～7月27日(金)

時 間

9時～16時

場 所

・小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室
・小金井市役所第二庁舎内 障害福祉課内（半日）

作業内容

・市民課／使用済封筒仕分け、切手切り、ビニールはがし、
シュレッダー作業、便利帳挟み込み（300冊）
・健康課／文書折り
・地域福祉課／スタンプ押し
・学務課／ミスプリント直し（文書裁断・のり貼り付け作業）
・会計課／書類綴り、封筒はがし、封筒分別
・介護福祉課／切手切り、雑誌束ね
・選挙管理委員会／スタンプ押し
・障害福祉課内半日実習（1名）／スタンプ押し

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・その他1名）

2012年7月6日

平成24年度第3回庁内実習 6月25日（月）～29日（金）の実習報告
梅雨まっただ中、6月の5日間の庁内実習が、初参加の方1名と、実習経験者3名の参加で行わ
れました。実習経験者が顔なじみであったためか終始和やかムードでの実習となりました。
今回の仕事内容は、この時期ならではの仕事、草むしりがありました。天気が不安定なこの季節
にしては天候にも恵まれ、皆汗をかきながら必死で頑張りました。雑草が無くなり、きれいになった
花壇等に満足の笑みが浮かんでいました。
事務作業未経験の初参加の方にとっては、知らない場所で初めての方々と過度の緊張もせず、
色々な内容のデスクワークを5日間やり終えたことが、自信となり、とても良い経験になったようで
した。実習を何度か経験している方達にとっても、就労に向けて次への課題が明白になった意味
のある実習となりました。
【平成24年度第3回庁内実習】

日 程

6月25日(月)～6月29日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・健康課／文書折り
・経済課／シール貼り
・スポーツ振興課／公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・保健福祉センター(健康課)草むしり

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体、知的障害者1名）

2012年6月22日

東京ガスライフバル西武蔵株式会社へ企業見学訪問②に行ってきました。
6月12日に東京ガスライフバル西武蔵店に会社見学に行ってきました。
今回も、就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くことや、事務職についてのイメー
ジをつけるためのオフィス内見学と称して、こころの登録者さん2名とセンターの職員2名でお邪魔
してきました。
今回の会社見学させていただいた、ガスライフバル西武蔵店は、武蔵小金井の前原町に位置し、
小金井と国分寺と府中を管轄されていて、一階はいつでも見学や相談ができる展示室がありまし
た。
今回は総務部の方々にご協力いただき、東京ガスライフバルの会社概要の説明と質疑応答の時
間を長く頂き、丁寧にかつ親切に様々な質問にお答えいただきました。その中で、働く上で大切に
していることについての質問があったのですが、上司や同僚とコミュニケーションを取ることが、ど
れだけ大切な事であるかを親身にお話しいただいたり、『就職』するということは、「職に就くという
よりも、会社に入る『就社』という考え方の方が適しているのではないか」とのお考えをお話いただ
けたり、会社に長く務めるための秘訣として、『オンとオフの切り替えの重要性』や『週末いかに有
意義に時間を使うか』などの、ためになる経験談をお話しいただきました。
これから就職を控えている方にとってはもちろん、今働いている私たちにとっても、【目から鱗】の
身になるお話を、丁寧に、またたくさんしていただき、大満足で帰ってきました。ガスライフバル西
武蔵店の皆様本当にありがとうございました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年6月22日

NICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学①に行ってきました。
5月31日にNICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学に行ってきました。
武蔵小金井に本社を構え、日本の基準時刻を定めている会社として有名な情報通信研究機構
NICT本社を社会科見学と称して、『就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くこと
や、事務職についてのイメージをつけるためのオフィス内見学』をさせていただきました。
今回は当センターの登録者の中で、今年大学を卒業された、新卒者2名の方と、当センターの職
員3名で訪問してきました。
はじめに、展示室にてNICTの会社概要のビデオを拝見し、その後展示室内を1時間ほど見学させ
て頂きました。そこでは、皆が世界水準の技術の高さに驚き、実際に展示されているものをいくつ
か体験させていただくこともできました。
その後は本社の方へ移り、人事の担当者の方よりNICTの仕組み等についての説明をいただき、
質疑応答の時間を設けていただきました。
オフィス内の様子に、新卒者の方達は緊張されつつも、職場のイメージ作りの参考になったと、と
ても満足の様子でした。職員にとっても、とても有意義な時間を過ごすことができました。
NICTの皆様には貴重なお時間をさいていただいたことに感謝しつつ、今年度初の会社訪問を終
えることができました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年5月30日

平成24年度第2回庁内実習 5月23日（水）～25日（金）の実習報告
小金井市役所暫定第三会議室にて2４年度5月の庁内実習が3日間行われました。
今回は男子2名・女子2名で、全員が実習経験者ということもあり、前回と比べると終始和やかム
ードでの実習となりました。作業の種類としては少なかったのが残念でしたが、黙々と作業に集中
し、それぞれが効率を上げるための工夫をする姿も良くみられました。公用車洗車の際には、汚
れを見つけそれを落としては、綺麗になって行くたびに喜ぶ姿が印象的でした。新車のようにピカ
ピカになった車をみて、皆最後は自然と笑みがこぼれていました。
今回の実習は反省点や次への課題がそれぞれ明確になり、良い経験となった三日間でした。
【平成24年度第2回庁内実習】

日 程

5月23日(水)～5月25日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 庶務課／公用車洗車
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ラベル貼り・
封入、裏紙作り・紙裁断作業
・ エンジョイワーク・こころ／ワッシャー計量・
コネクタ（ソケット）分解・組み立て

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体障害者1名）

2012年5月2日

平成24年度第1回庁内実習 4月25日（水）～27日（金）の実習報告
今回の実習は支援学校新卒者2名と、実習経験者2名、その他就労経験のある市内の施設に通
う方1名の計5名、全員が男性の実習となりました。
今回は終日雨の為、公用車洗車の仕事ができなかった変わりに、経験の一環として、ソケット（コ
ネクタボディ）の分解・組み立ての作業や、量りを使用する作業などに取りくみました。
就労経験のない新卒の方にとっては、働くということ事体がどういうことかを経験できた、よい体験
の場になったようです。経験者の方も、色々な作業を通して自分の得意・不得意の作業内容が明
確になり、アセスメントには良い実習となりました。
【平成24年度第1回庁内実習】

日 程

4月25日（水）～4月27日（金）

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし
・ 環境対策課／公用車洗車
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ 障害福祉課／障害者福祉のてびき作り
・ エンジョイワーク・こころ／
裏紙作り・テプラ作業・ワッシャー計量・
ソケット（コネクタ）分解、組み立て

参加者

5名（知的障害者3名・精神障害者2名）

2012年4月10日

小金井市役所にて23年度最終回の3月の庁内実習が5日間行われました。
今回は初参加の方3名と実習経験者2名が、2日間の人・3日間の人・5日間全部参加、に分かれ、
男子5名・女子1名が個々の目的を持って実習に参加されました。今回の仕事は年度末ということ
もあり、仕事の内容も量も充実したものとなりました。
実習を行うにあたり、個々の方の目標、例えば、「5日間集中して仕事に取り組む」・「自分の体力
や集中力の持続の確認」・「仕事をする上での姿勢」等が挙げられていましたが、それぞれが実習
を終え、その結果を踏まえ次のステップへの目標が明確になったようでした。
思いの外作業がはかどり、急遽、公用車の清掃を増やすなど、皆さんの頑張りがうかがえた実習
となりました。
【平成23年度第12回庁内実習】

日 程

3月26日（水）～3月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・
・
・
・
・
・
・
・

参加者

6名（知的障害者2名・精神障害者3名・身体障害者1名）

市民課／便利帳挟み込み（1000冊）
地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
会計課／書類綴じ・封筒はがし
環境対策課／公用車洗車
介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
経済課／文書折り・スタンプ押し・ラベル貼り・封入作業
〃 ／桜祭りチラシのシール張り
エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ライン引き

2012年2月22日

小金井市役所にて2月の庁内実習が3日間行われました。
今回は初参加の方2名と、実習経験者2名の、男子1名・女子3名ずつそれぞれが目的を持って実
習に取り組みました。
今回の仕事内容は一つ一つの量が多くなかったのですが、様々な仕事があったために、個々の
得意なものとそうでないもの、またはそれぞれの就職に向けての適応力の有無など、自己理解を
深めるのに良い機会となったのではないかと思います。
また、支援者側にとっても、とてもいいアセスメントの機会になり、新たな発見の場となりました。
次回は今年度最終、3月26日から一週間行う予定です。
【平成23年度第11回庁内実習】

日 程

2月22日（水）～2月24日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町第2庁舎601会議室

作業内容

・市民課／スタンプ押し
・地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り
・介護福祉課／切手切り
・エンジョイワーク・こころ／ＰＣ入力・ＰＣ書類作成
・エンジョイワーク・こころ／求人票整理作業等・ライン引き

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者2名）

2012年1月25日

小金井市役所にて１月の庁内実習が行われました。
今回は3日間、初参加の方3名と今回で庁内実習3回目のベテラン1名の男女2名ずつが参加し、
皆さんなれない作業も最後まできちんと行ってくださいました。
初めは久しぶりの仕事で緊張されてる方もいましたが、中には、「緊張感がきもちいいし、仕事が
できて嬉しい」とおっしゃるかたもいました。難しい作業も集中して行ううちに、コツをつかんだり、
自分のやりやすいように工夫してできるようになり、最終日にはみなさん自信たっぷりの表情で仕
事されていたように感じました。
仕事を通して自分の得意なものとそうでないものなどの自己理解を深めたり、再就職への意欲を
強めたりする方もいて、とてもいい経験になったと笑顔で話されたのが印象的でした。
エンジョイワーク・こころでは、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは
市内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
【平成23年度第10回庁内実習】

日 程

1月25日（水）～1月27日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み(500冊)
・地域福祉課／スタンプ押し／公用車洗車
・会計課／書類綴じ／封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り

参加者

4名（知的障害者3名・精神障害者1名）

2011年12月26日

年末年始のお休みについて。
エンジョイワーク・こころは、12月29日～1月3日までお休みをいたします。
1月4日からは通常通り、平日8：30～17：00の営業になりますので宜しくお願いします。
皆様良いお年をお迎え下さい。

2011年11月30日

野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
庁内実習3日目の最終日、千葉県野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
野田市役所では現在市役所内での実習は行われていないそうですが、今後、市役所実習の開催
を検討されていて、こころのHPで小金井市が同様の取組みをしていることを知り、連絡を下さいま
した。
当日は実習の様子を見学しながらいろいろな質問をされ、「仕事を切り出すことによって市役所側
も仕事が軽減されるし、障害者側も実習の場を確保できる。両者にとってプラスになる庁内実習を
実現したい。」と熱心に語られていたのが印象的でした。

2011年11月28日

11月の小金井市役所庁内実習が開催されました。
寒さが深まり、朝、布団から出るのが辛い季節となりました。そんな寒さ厳しい11月の終わりに、
年内最後の小金井市役所庁内実習が行われました。
今回の実習は3日間で、初参加2名を含む4名の利用者が参加しました。実習に参加すると、面談
だけではつかみきれないその人の特性が見えてきます。
自己理解があまり進んでいない人の場合、話で聞いていたよりも作業が出来なかったということも
ありますし、その反対で、以外な得意分野を発見する場合もあります。
今回も実習を通し支援者側は利用者への理解を深め、また、利用者自信も自己理解を深めること
ができました。
【平成23年度第8回庁内実習】

日 程

11月28日（月）～11月30日（水）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／裏紙作り
・地域福祉課／スタンプ押し
・交通対策課／公用車洗車

参加者

4名（精神障害者4名）

2011年11月11日

府中市の童里夢(ドリーム)工房に見学に行ってきました。
童里夢(ドリーム)工房は、精神科に通院している方の為の施設で、社会福祉法人 白梅会が運営
しています。
就労継続支援B型事業と就労移行支援を運営しており、今回はこころの職員3人が就労移行支援
についてのお話を聞きに行ってきました。
住宅街の中にある大きな一軒家を丸ごと作業所として借りていて、中にはお風呂や台所などがあ
り、広くゆとりのあるつくりになっていました。就労に向けての技能を身につけるパソコンや作業訓
練のプログラムの他、調理実習やSST（マナー・会話）に関する講座があり、それぞれ専門の講師
の方がいてとても充実した内容となっていました。また、アットホームな雰囲気の中でもしっかりと
した指導方針があり、他の支援機関との繋がりの中で充実した支援をされているのが印象的でし
た。
今後、こころの利用者を童里夢(ドリーム)工房に繋ぐなど連携をはかり、より良い支援ができるよ
うにしていきたいと思います。

2011年11月1日

就労支援センターMEWの職員の方が実習の見学にいらっしゃいました。
就労支援センターMEWは、一般就労を目指す精神科等に通院している方を支援する共同作業所
で、武蔵野市にあります。
庁内実習中の10月25日に3名で来庁し、作業を見学されました。
また、こちらも武蔵野市の取組みや、MEWの現状についてお話を伺うことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。
今後も近隣の施設との連携をはかり、より良い支援を提供できるようにしていきたいと思います。

2011年11月1日

10月の小金井市役所庁内実習を行いました。
今月の実習は5日間の日程で行われました。
今回は期間が長いことに加え、外での作業が多く体力的にはややきつめのスケジュールでした
が、疲れに気付き、それをどう対処するかということについて考えることができました。
またスキルを獲得することの楽しさを感じ、5日間やりぬいたことで自信を重ねました。
【平成23年度第7回庁内実習】

日 程

10月24日（月）～10月28日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／障害者のてびき
・地域福祉課／スタンプ押し、公用車洗車
・スポーツ振興係／公用車洗車
・企画政策課／スタンプ押し
・児童青少年課／草むしり

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年10月31日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、地域開拓促進コーディネーターを募集しています。小金井市内の企
業・関係機関への障害者雇用の為の関係づくりをするお仕事です。資格・就労支援の経験は問い
ません。
週４勤務、パート職での募集になります。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡
下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

く上で、自分の体調等も踏まえペース配分をきちんとしなければいけないことに気付いた。」など
と、実習を終えての感想にあったようにそれぞれにとって今回も意味のある実習期間となりまし
た。
【平成24年度第4回庁内実習】

日 程

7月25日(水)～7月27日(金)

時 間

9時～16時

場 所

・小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室
・小金井市役所第二庁舎内 障害福祉課内（半日）

作業内容

・市民課／使用済封筒仕分け、切手切り、ビニールはがし、
シュレッダー作業、便利帳挟み込み（300冊）
・健康課／文書折り
・地域福祉課／スタンプ押し
・学務課／ミスプリント直し（文書裁断・のり貼り付け作業）
・会計課／書類綴り、封筒はがし、封筒分別
・介護福祉課／切手切り、雑誌束ね
・選挙管理委員会／スタンプ押し
・障害福祉課内半日実習（1名）／スタンプ押し

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・その他1名）

2012年7月6日

平成24年度第3回庁内実習 6月25日（月）～29日（金）の実習報告
梅雨まっただ中、6月の5日間の庁内実習が、初参加の方1名と、実習経験者3名の参加で行わ
れました。実習経験者が顔なじみであったためか終始和やかムードでの実習となりました。
今回の仕事内容は、この時期ならではの仕事、草むしりがありました。天気が不安定なこの季節
にしては天候にも恵まれ、皆汗をかきながら必死で頑張りました。雑草が無くなり、きれいになった
花壇等に満足の笑みが浮かんでいました。
事務作業未経験の初参加の方にとっては、知らない場所で初めての方々と過度の緊張もせず、
色々な内容のデスクワークを5日間やり終えたことが、自信となり、とても良い経験になったようで
した。実習を何度か経験している方達にとっても、就労に向けて次への課題が明白になった意味
のある実習となりました。
【平成24年度第3回庁内実習】

日 程

6月25日(月)～6月29日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定庁舎 本町暫定第2会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・健康課／文書折り
・経済課／シール貼り
・スポーツ振興課／公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・保健福祉センター(健康課)草むしり

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体、知的障害者1名）

2012年6月22日

東京ガスライフバル西武蔵株式会社へ企業見学訪問②に行ってきました。
6月12日に東京ガスライフバル西武蔵店に会社見学に行ってきました。
今回も、就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くことや、事務職についてのイメー
ジをつけるためのオフィス内見学と称して、こころの登録者さん2名とセンターの職員2名でお邪魔
してきました。
今回の会社見学させていただいた、ガスライフバル西武蔵店は、武蔵小金井の前原町に位置し、
小金井と国分寺と府中を管轄されていて、一階はいつでも見学や相談ができる展示室がありまし
た。
今回は総務部の方々にご協力いただき、東京ガスライフバルの会社概要の説明と質疑応答の時
間を長く頂き、丁寧にかつ親切に様々な質問にお答えいただきました。その中で、働く上で大切に
していることについての質問があったのですが、上司や同僚とコミュニケーションを取ることが、ど
れだけ大切な事であるかを親身にお話しいただいたり、『就職』するということは、「職に就くという
よりも、会社に入る『就社』という考え方の方が適しているのではないか」とのお考えをお話いただ
けたり、会社に長く務めるための秘訣として、『オンとオフの切り替えの重要性』や『週末いかに有
意義に時間を使うか』などの、ためになる経験談をお話しいただきました。
これから就職を控えている方にとってはもちろん、今働いている私たちにとっても、【目から鱗】の
身になるお話を、丁寧に、またたくさんしていただき、大満足で帰ってきました。ガスライフバル西
武蔵店の皆様本当にありがとうございました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年6月22日

NICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学①に行ってきました。
5月31日にNICT 独立行政法人・情報通信研究機構に社会科見学に行ってきました。
武蔵小金井に本社を構え、日本の基準時刻を定めている会社として有名な情報通信研究機構
NICT本社を社会科見学と称して、『就労経験のない障害を持った新卒学生等が、職場で働くこと
や、事務職についてのイメージをつけるためのオフィス内見学』をさせていただきました。
今回は当センターの登録者の中で、今年大学を卒業された、新卒者2名の方と、当センターの職
員3名で訪問してきました。
はじめに、展示室にてNICTの会社概要のビデオを拝見し、その後展示室内を1時間ほど見学させ
て頂きました。そこでは、皆が世界水準の技術の高さに驚き、実際に展示されているものをいくつ
か体験させていただくこともできました。
その後は本社の方へ移り、人事の担当者の方よりNICTの仕組み等についての説明をいただき、
質疑応答の時間を設けていただきました。
オフィス内の様子に、新卒者の方達は緊張されつつも、職場のイメージ作りの参考になったと、と
ても満足の様子でした。職員にとっても、とても有意義な時間を過ごすことができました。
NICTの皆様には貴重なお時間をさいていただいたことに感謝しつつ、今年度初の会社訪問を終
えることができました。
〒184-0013
東京都小金井市前原町5-6-9
店舗営業時間：
●平日／9:00～17:00
●日祝／休み
TEL：042-384-5711

2012年5月30日

平成24年度第2回庁内実習 5月23日（水）～25日（金）の実習報告
小金井市役所暫定第三会議室にて2４年度5月の庁内実習が3日間行われました。
今回は男子2名・女子2名で、全員が実習経験者ということもあり、前回と比べると終始和やかム
ードでの実習となりました。作業の種類としては少なかったのが残念でしたが、黙々と作業に集中
し、それぞれが効率を上げるための工夫をする姿も良くみられました。公用車洗車の際には、汚
れを見つけそれを落としては、綺麗になって行くたびに喜ぶ姿が印象的でした。新車のようにピカ
ピカになった車をみて、皆最後は自然と笑みがこぼれていました。
今回の実習は反省点や次への課題がそれぞれ明確になり、良い経験となった三日間でした。
【平成24年度第2回庁内実習】

日 程

5月23日(水)～5月25日(金)

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 庶務課／公用車洗車
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし・封筒分別
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ラベル貼り・
封入、裏紙作り・紙裁断作業
・ エンジョイワーク・こころ／ワッシャー計量・
コネクタ（ソケット）分解・組み立て

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者1名・身体障害者1名）

2012年5月2日

平成24年度第1回庁内実習 4月25日（水）～27日（金）の実習報告
今回の実習は支援学校新卒者2名と、実習経験者2名、その他就労経験のある市内の施設に通
う方1名の計5名、全員が男性の実習となりました。
今回は終日雨の為、公用車洗車の仕事ができなかった変わりに、経験の一環として、ソケット（コ
ネクタボディ）の分解・組み立ての作業や、量りを使用する作業などに取りくみました。
就労経験のない新卒の方にとっては、働くということ事体がどういうことかを経験できた、よい体験
の場になったようです。経験者の方も、色々な作業を通して自分の得意・不得意の作業内容が明
確になり、アセスメントには良い実習となりました。
【平成24年度第1回庁内実習】

日 程

4月25日（水）～4月27日（金）

時 間

9時～16時

場 所

小金井本町暫定第三会議室

作業内容

・ 市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・ 地域福祉課／スタンプ押し
・ 会計課／書類綴じ・封筒はがし
・ 環境対策課／公用車洗車
・ 介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
・ 障害福祉課／障害者福祉のてびき作り
・ エンジョイワーク・こころ／
裏紙作り・テプラ作業・ワッシャー計量・
ソケット（コネクタ）分解、組み立て

参加者

5名（知的障害者3名・精神障害者2名）

2012年4月10日

小金井市役所にて23年度最終回の3月の庁内実習が5日間行われました。
今回は初参加の方3名と実習経験者2名が、2日間の人・3日間の人・5日間全部参加、に分かれ、
男子5名・女子1名が個々の目的を持って実習に参加されました。今回の仕事は年度末ということ
もあり、仕事の内容も量も充実したものとなりました。
実習を行うにあたり、個々の方の目標、例えば、「5日間集中して仕事に取り組む」・「自分の体力
や集中力の持続の確認」・「仕事をする上での姿勢」等が挙げられていましたが、それぞれが実習
を終え、その結果を踏まえ次のステップへの目標が明確になったようでした。
思いの外作業がはかどり、急遽、公用車の清掃を増やすなど、皆さんの頑張りがうかがえた実習
となりました。
【平成23年度第12回庁内実習】

日 程

3月26日（水）～3月30日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・
・
・
・
・
・
・
・

参加者

6名（知的障害者2名・精神障害者3名・身体障害者1名）

市民課／便利帳挟み込み（1000冊）
地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
会計課／書類綴じ・封筒はがし
環境対策課／公用車洗車
介護福祉課／切手切り・雑誌束ね
経済課／文書折り・スタンプ押し・ラベル貼り・封入作業
〃 ／桜祭りチラシのシール張り
エンジョイワーク・こころ／広報誌折り・ライン引き

2012年2月22日

小金井市役所にて2月の庁内実習が3日間行われました。
今回は初参加の方2名と、実習経験者2名の、男子1名・女子3名ずつそれぞれが目的を持って実
習に取り組みました。
今回の仕事内容は一つ一つの量が多くなかったのですが、様々な仕事があったために、個々の
得意なものとそうでないもの、またはそれぞれの就職に向けての適応力の有無など、自己理解を
深めるのに良い機会となったのではないかと思います。
また、支援者側にとっても、とてもいいアセスメントの機会になり、新たな発見の場となりました。
次回は今年度最終、3月26日から一週間行う予定です。
【平成23年度第11回庁内実習】

日 程

2月22日（水）～2月24日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町第2庁舎601会議室

作業内容

・市民課／スタンプ押し
・地域福祉課／スタンプ押し・公用車洗車
・会計課／書類綴じ・封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り
・介護福祉課／切手切り
・エンジョイワーク・こころ／ＰＣ入力・ＰＣ書類作成
・エンジョイワーク・こころ／求人票整理作業等・ライン引き

参加者

4名（知的障害者2名・精神障害者2名）

2012年1月25日

小金井市役所にて１月の庁内実習が行われました。
今回は3日間、初参加の方3名と今回で庁内実習3回目のベテラン1名の男女2名ずつが参加し、
皆さんなれない作業も最後まできちんと行ってくださいました。
初めは久しぶりの仕事で緊張されてる方もいましたが、中には、「緊張感がきもちいいし、仕事が
できて嬉しい」とおっしゃるかたもいました。難しい作業も集中して行ううちに、コツをつかんだり、
自分のやりやすいように工夫してできるようになり、最終日にはみなさん自信たっぷりの表情で仕
事されていたように感じました。
仕事を通して自分の得意なものとそうでないものなどの自己理解を深めたり、再就職への意欲を
強めたりする方もいて、とてもいい経験になったと笑顔で話されたのが印象的でした。
エンジョイワーク・こころでは、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは
市内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
【平成23年度第10回庁内実習】

日 程

1月25日（水）～1月27日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

小金井本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み(500冊)
・地域福祉課／スタンプ押し／公用車洗車
・会計課／書類綴じ／封筒はがし
・障害福祉課／裏紙作り

参加者

4名（知的障害者3名・精神障害者1名）

2011年12月26日

年末年始のお休みについて。
エンジョイワーク・こころは、12月29日～1月3日までお休みをいたします。
1月4日からは通常通り、平日8：30～17：00の営業になりますので宜しくお願いします。
皆様良いお年をお迎え下さい。

2011年11月30日

野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
庁内実習3日目の最終日、千葉県野田市役所の方が庁内実習を見学にいらっしゃいました。
野田市役所では現在市役所内での実習は行われていないそうですが、今後、市役所実習の開催
を検討されていて、こころのHPで小金井市が同様の取組みをしていることを知り、連絡を下さいま
した。
当日は実習の様子を見学しながらいろいろな質問をされ、「仕事を切り出すことによって市役所側
も仕事が軽減されるし、障害者側も実習の場を確保できる。両者にとってプラスになる庁内実習を
実現したい。」と熱心に語られていたのが印象的でした。

2011年11月28日

11月の小金井市役所庁内実習が開催されました。
寒さが深まり、朝、布団から出るのが辛い季節となりました。そんな寒さ厳しい11月の終わりに、
年内最後の小金井市役所庁内実習が行われました。
今回の実習は3日間で、初参加2名を含む4名の利用者が参加しました。実習に参加すると、面談
だけではつかみきれないその人の特性が見えてきます。
自己理解があまり進んでいない人の場合、話で聞いていたよりも作業が出来なかったということも
ありますし、その反対で、以外な得意分野を発見する場合もあります。
今回も実習を通し支援者側は利用者への理解を深め、また、利用者自信も自己理解を深めること
ができました。
【平成23年度第8回庁内実習】

日 程

11月28日（月）～11月30日（水）

時 間

9：00～16：00

場 所

本町暫定第二会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・介護福祉課／雑誌束ね、切手切り
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／裏紙作り
・地域福祉課／スタンプ押し
・交通対策課／公用車洗車

参加者

4名（精神障害者4名）

2011年11月11日

府中市の童里夢(ドリーム)工房に見学に行ってきました。
童里夢(ドリーム)工房は、精神科に通院している方の為の施設で、社会福祉法人 白梅会が運営
しています。
就労継続支援B型事業と就労移行支援を運営しており、今回はこころの職員3人が就労移行支援
についてのお話を聞きに行ってきました。
住宅街の中にある大きな一軒家を丸ごと作業所として借りていて、中にはお風呂や台所などがあ
り、広くゆとりのあるつくりになっていました。就労に向けての技能を身につけるパソコンや作業訓
練のプログラムの他、調理実習やSST（マナー・会話）に関する講座があり、それぞれ専門の講師
の方がいてとても充実した内容となっていました。また、アットホームな雰囲気の中でもしっかりと
した指導方針があり、他の支援機関との繋がりの中で充実した支援をされているのが印象的でし
た。
今後、こころの利用者を童里夢(ドリーム)工房に繋ぐなど連携をはかり、より良い支援ができるよ
うにしていきたいと思います。

2011年11月1日

就労支援センターMEWの職員の方が実習の見学にいらっしゃいました。
就労支援センターMEWは、一般就労を目指す精神科等に通院している方を支援する共同作業所
で、武蔵野市にあります。
庁内実習中の10月25日に3名で来庁し、作業を見学されました。
また、こちらも武蔵野市の取組みや、MEWの現状についてお話を伺うことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。
今後も近隣の施設との連携をはかり、より良い支援を提供できるようにしていきたいと思います。

2011年11月1日

10月の小金井市役所庁内実習を行いました。
今月の実習は5日間の日程で行われました。
今回は期間が長いことに加え、外での作業が多く体力的にはややきつめのスケジュールでした
が、疲れに気付き、それをどう対処するかということについて考えることができました。
またスキルを獲得することの楽しさを感じ、5日間やりぬいたことで自信を重ねました。
【平成23年度第7回庁内実習】

日 程

10月24日（月）～10月28日（金）

時 間

9：00～16：00

場 所

第二庁舎601会議室

作業内容

・市民課／便利帳挟み込み（500冊）
・会計課／封筒はがし、書類綴じ
・障害福祉課／障害者のてびき
・地域福祉課／スタンプ押し、公用車洗車
・スポーツ振興係／公用車洗車
・企画政策課／スタンプ押し
・児童青少年課／草むしり

参加者

4名（精神障害者3名 知的障害者1名）

2011年10月31日

職員募集のお知らせ
エンジョイワーク・こころでは、地域開拓促進コーディネーターを募集しています。小金井市内の企
業・関係機関への障害者雇用の為の関係づくりをするお仕事です。資格・就労支援の経験は問い
ません。
週４勤務、パート職での募集になります。詳細につきましてはエンジョイワーク・こころまでご連絡
下さい。
エンジョイワーク・こころ 042‐387‐9866

