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新年のごあいさつ    

賛助会会長 大城 英代 

明けましておめでとうございます。 

皆様にはお健やかな年を迎えられたことと思います。 

昨年、賛助会は春のイベントとして、多摩棕櫚亭協会の顧問医羽藤邦利先生

を招いて、ご家族向けの講演会と棕櫚亭Ⅰの改築のお披露目を行いました。 

講演会は大盛況でした。具体的でわかりやすいお話に質問も多く、時間が足

りなくなるほど活発な会でした。 

場所を移しての改築のお披露目会場では、棕櫚亭の歴史を飾る写真を前に、

お茶と手作りのお菓子をいただきながらゆったりした時をすごすことが出きま

した。話も弾み、会員同士の和やかな交流会となりました。 

 

今年の賛助会は昨年 4 月の講演会でのアンケートで希望の多かったテーマを

参考に、1 月 30 日から６回シリーズで家族講座を予定しています。 

どの回も精神障害者への理解を深め支援していく上で参考になる内容です。 

６回全部の出席は難しくともご自分の関心の分野だけでも結構ですので、皆

様のご参加をお待ちしています。（詳しい内容と申し込み方法はお知らせ（３p）

を参照してください） 

この他、皆様に色々なアイデアを出していただいて, 

会員むけのミニ交流会なども幾つか出きたら良いなと考えております。 

今年も充実した賛助会になりますようにお力添えを宜しくお願いいたします。 
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棕櫚亭Ⅲは、「トゥリニテ」というランチを食べる喫茶店と立川市内へと配達

弁当のお店として活動してきました。「寛いで、寛いで、寛いだら」をテーマに、

メンバーはお弁当の配膳や、喫茶店の作業をしていました。 

近年、「仕事をしたい！働きたい！」と希望するメンバーのニーズがとても多

くなり、平成２０年 4 月に小規模通所授産施設から就労移行支援事業所へと変

わりました。 

 

就労移行支援事業とは、働きたいと希望する利用者が働けるようになるため

に、トレーニングやプログラム、相談をしていきながら就労を目指していくと

ころです。トゥリニテでは、現在 18 名の方が弁当宅配・喫茶・清掃(環境)の 3

種類のトレーニングを行っています。 

 

○弁当宅配トレーニングでは、昼食用の弁当の配膳作業や立川市内の官公

庁・関係機関を中心に配達作業をしています。 

○喫茶トレーニングでは、開店準備や接客作業をしています。お昼の時間は

満席になることも多く、お店がにぎわっています。手作りデザートも人

気です。 

○清掃は、喫茶店の開店前の掃除や、市内のアパートの掃除をしています 

 

どのトレーニングでも、生活のリズムを整える、体力をつける、あいさつや

コミュニケーションの練習をおこなっています。そして、得意なこと・苦手な

ことを見つけながらできることを増やしていき、自分に合った仕事・病気を悪

くしない働き方を探していきます。 

 トゥリニテでは就職を目指すことはもちろん、これをきっかけとして、将来

をイメージして生活する力が身につくようなサービスを提供していきたいと考

えて、次年度も取り組んでいく予定です。 

 

お店の情報  立川市錦町１－１４－１６  Tel:042-528-3438 

 

お弁当注文受付  10 時半まで  お弁当 2 個からお届けします。 

喫茶営業時間   11 時３０分～15 時ぜひお立ち寄りください 

現場報告 ＜就労移行支援事業ピアス分場トゥリニテ＞ 

～「棕櫚亭Ⅲ」から「就労移行支援事業トゥリニテ」へ～ 
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なびぃ からのお知らせ 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※１～５回は定員 50 名、番外編のみ 20 名となります 

参加費 無料 

お申込方法 電話 または ＦＡＸ にてお申し込みください※おかけ間違いにご注意ください！ 

●お電話でのお申し込みの場合  ＴＥＬ ０４２－５７１－３１０３  

受付時間：火～土曜日 13 時～18 時 

「家族講座参加申し込み」の旨をお伝えください。お名前・お電話番号・参加人数・参加希望回を確認さ

せていただきます。 

「家族の役割ってなんだろう、このままでいいのだろうか」 

「どこまでが病気なんだろう・・・家族はどう接すればいいんだろう・・・」 

「自分たちに合った福祉サービス・医療サービスをどうすればうまく活用できるのか」 

「親亡き後のことが心配で・・・」  などなど、ご家族の悩みは尽きないのではないかと思います。 

 

心の病を抱えた当事者の方が元気になるためには、当事者と日々向き合い共に生活しているご

家族にも、一緒に元気になっていただくことが大切だと思います。そのために、少しでもお役に立

てる情報があればお伝えしたいと考え、ご家族向けの講座を企画いたしました。 

 

今回は当事者のご家族や各分野でご活躍されている方々に来ていただき、お話を聞かせていた

だきます。ぜひこの機会にお越しいただき、少しでもこれまでのことに自信をもっていただいたり、

これから先のことを考えていくきっかけにしていただければと思っています。 

第 1 回  1 月 30 日（土）13 時半～15 時半 

病気と薬について 

講師：医療法人財団聖青渓会 

駒木野病院 菊本 弘次 院長 

第２回  2 月１３日（土）13 時半～15 時 

相談について 

講師：国立市しょうがいしゃ支援課 

地域活動支援センターなびぃ職員 

第４回  3 月６日（土）13 時半～15 時 

就労および就労支援について 

講師：就労移行支援事業所 ピアス OB 

就労移行支援事業所 ピアス職員 

第５回  3 月 13 日（土）13 時半～15 時 

当事者家族の経験談 

講師：なびぃ利用者家族 君成田 弘志氏 

第３回  2 月 27 日（土）13 時半～15 時 

地域権利擁護・成年後見制度について 

講師：東京社会福祉士会権利擁護センター 

ぱあとなあ東京 大輪 典子 氏 

番外編  3 月 20 日（土）13 時半～15 時 

家族交流会 
※１ 参加対象者は当事者のご家族のみとさせて頂きます（関

係機関等の方はご遠慮下さい） 

※２ 番外編のみの参加はご遠慮ください。他の回にもご参加

頂いた方が対象となります。 
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●ＦＡＸでのお申し込みの場合  ＦＡＸ ０４２－５７５－８３３２   

※Ａ４またはＢ５サイズ用紙での送信をお願いします 

「家族講座参加申し込み」・名前・電話番号・ＦＡＸ番号・参加人数・参加希望回をご記入いただき、お送

りください。 

お申し込み締め切り 各回の前日まで（定員になり次第締め切りとさせていただきます） 

会場 

ＪＲ谷保駅北口より徒歩 1 分 

ロータリー東側のゲームセンター右脇の 

道を直進、50 メートル先右側 

お問い合わせ先 

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 地域活動支援センターなびぃ  （担当：小川） 

〒186-0003 東京都国立市富士見台 1-17-4  ＴＥＬ042-571-3103 ＦＡＸ042-575-8332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜賛助会 平成 20 年度決算報告＞  

収入 19 年度繰越金 69,181 

 会費並びに寄付    319,000 

 合計 388,181 

 

支出 経費  通信郵送料 

    障害者団体定期刊行物協会会費 

1,872 

15,000 

 多摩棕櫚亭協会への寄付 300,000 

 次年度（21 年度への繰越金） 71,309 

 合計 388,181 

20 年度は、通信が 1 回の発行になってしまいました。大変申し訳ありません。 

定期刊行物協会への会費支払いは 5 年分をまとめたもので、今後は 1 年ごとに清算する

予定です。報告が遅くなりましたことお詫びいたします。     事務局 

【編集】 国立市富士見台 1－17－4 ピアス内 はれのちくもり編集委員会   Tel 042－575-5911 

【発行】 特定非営利活動法人  障害者団体定期刊行物協会 

           〒157-0073   世田谷区砧 6－26－21   Tel 03－3416－1698   

【定価】100 円 


