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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