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 平成 24 年 3 月 3 日（土）に幕張

セ国際会議場にて「はーとふるメッセ・オ

ブ・ザ・イヤー2011 販売部門店舗

授賞式が行われ、優秀賞を頂きました

 ここ数年、ステップちばでは多くの

販売を行ってきました。出店前日にはマフ

ィンやクッキーを作り、コーヒー豆の

め、アイスコーヒー作り、出店荷物の

などなど大忙しです。 

 

 審査日であった日も、普段とかわりなく

接客したところ「利用者の呼びかけ、試食

試飲接客が良い」「店頭展開、商品 PR

良く伝わる」、そして「この店はとても

らぐ、なごやかでほっとする」と出店

ていて、とても嬉しいお言葉を頂きました

    

ステップステップステップステップ    ちばちばちばちば

通信通信通信通信    
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これからもこの受賞をはげみにさらなる

に商品を提供できるよう職員、利用者

ています。 
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２０１２年 3 月 3 日に、幕張メッセで

はーとふるメッセの授賞式があり、

テップちばが初めて表彰されました

ステップちばの心暖かい 3 人と私と

人で代表で行って、表彰状を頂いて

ました。 

 この表彰状がいただけたということ

は、みんなの日々の熱意と努力の結果

だと思います。私はたいしたことして

いないのに、代表で表彰状を頂いたと

いうことは、おこがましいような嬉

いような気がします。またこのよう

機会があったら、表彰されることを

り頑張りたいと思います。 

利用者 
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さらなる向上心と意気込みを持って、お客さま

利用者、一丸となって頑張って行きたいと考え

職員  松浦純子 

 

るるるるるるるるメメメメメメメメッッッッッッッッセセセセセセセセ授授授授授授授授賞賞賞賞賞賞賞賞式式式式式式式式        

メッセで

、ス

されました。

と４

いてき

がいただけたということ

結果

はたいしたことして

いたと

嬉し

このような

されることを祈

 

 A 

～ チーバくんたちも登場！ ～ 

～ 表彰式会場の様子 ～ 
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会社見学 

 

 スポーツデポさんには、初めて店に入りました。最初の印象は大きいなぁー

でした。店長さんは、10 回くらい転勤されているとのこと、苦労されている

なあ。障害者の方は知的障害の方が 1 人で仕事をされていました。残念なが

ら、精神障害の方はいませんでした。店の規模の割には、スタッフの人数が少

ないなと感じました。しかし、ほとんどすべてのスポーツ用品がそろっている

のではないだろうか、と思うくらい充実していました。一角に、あのレーザー

レーサーの水着のコーナーもありました。今年はロンドン・オリンピックもあ

るので、店の収入が増すのではないでしょうか？ 

 気にはしていたのですが、PC デポという店も同じ所にあるのですが、資本

が一緒なのでしょうか？ 同じグループ企業なのか分かりませんでした。全国

に 100 店舗以上展開されているとのことで、我々精神障害者も働けるように

なるとよいなあと思いました。個人的には、PC デポのアルバイトがしたいで

す。 

利用者 B 

 

 

会社見学報告 

 

 会社見学を行うようになって、３年目。今まで見学させていただいたところ

は、特例子会社 3 社です。今回はじめて、一般の企業で障害者雇用をされて

いる、アルペングループのスポーツデポさんの新習志野店を見学させていただ

きました。 

 当事者の方の仕事を見ながら説明を受けました。バックヤードでのウェアの

ハンガー掛けと清掃が主業務。ウェアはジュニア、レディス、メンズ、ユニセ

ックス、上衣、下衣等の種類によりハンガーが異なります。サイズ表記を見な

がら、サイズタグをつけてハンガーを選択して掛けていきます。メーカーごと

にまとめることも行います。1 人で、全てまかされているようでしたが、黙々

と作業されている様子が印象的でした。１日中立ち仕事で疲れるでしょうが、

仕事場では自分で体をうまく動かし、体調管理を行っているとのことです。社 
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内レクにも積極的に参加されているとのこと、仕事のある生活を充実させてい

る様子をうかがうことができました。 

 障害のあるなしに関わらず、働きたいという気持ちとやる気が大切であると、

店長さんが繰り返し話されていました。 

 

職員  小田倉典子 

 

 

 

 

新職員紹介 

 

 以前より淹れたてのコーヒーとお店の温かい雰囲気が好きで「カフェ・マロ

ン」を利用させていただいております。 

ステップちばで働きたいと思ったのは、昨年の震災でボランティア活動を通

じ人との関わりや言葉の大切さから福祉の仕事に関心を持ったのがきっかけ

です。 

 

基本は月、木、土曜日に出勤で、レクリエーションやイベントには積極的に

参加しますので見かけたら是非話しかけて下さいね。 

 休日には渓流釣りや食べ歩きをしたりして楽しんでいます。家でゆっくりし

たいときには縫物やお菓子を作ったり、ネコと戯れたり・・・ 

 皆さんのことも色々教えていただきたいので沢山お話しましょう。 

 これからどうぞ宜しくお願い致します。 

  

             職員  谷口浩美 

 

  



花見に

 

 4 月 6 日、花島公園の川沿いにステップ

ちばの皆さんと花見に行ってきました

肌寒かったけれど、桜の花は見頃で、

良く、気持ちが良かったです。私は、

現地まで行きました。着いてシートなどを

備すると、ランチタイムでカフェバルコニー

のお弁当を食べました。とても美味しかった

です。 

 普段合うことができない人などに会

後片付けをして、また歩いて帰りました

が、天気のいい日に、外で皆さんと、

した。どうもありがとうございました

 

花

 

 4 月の初めにステップちばのみんなで

テップちばに集合し、歩きや自転車で

 桜の花は程良く咲いていてきれいでした

にもお花見をしている人々や、遊んでいる

た。 

 お昼ご飯にはお弁当が出ました。まぜご

りんごのデザートが大根の煮物と区別

たです。 

 ボール遊びをしたり話をしたりして

ックスできました。最後にみんなで記念写真

 うららかな日差しの中、みんなで楽

ました。また来年も楽しみです。 
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に行って 

いにステップ

ってきました。少し

、天気も

、歩いて

いてシートなどを準

ランチタイムでカフェバルコニー

しかった

会え、話ができていい機会になりました。

りました。花見に参加したのは、初めてでした

、一緒に時を過ごせて、とてもいい時間で

どうもありがとうございました。 

利用者 C 

花 見 

めにステップちばのみんなで、花島公園にお花見に行きました。ス

で花島公園に行きました。 

いていてきれいでした。菜の花も少し咲いていました。他

んでいる子供達など、たくさんの人がいまし

まぜご飯とからあげ、きんぴら等でした。

区別がつかなかったけど、とても美味しかっ

をしたりして過ごしました。のんびりしてとてもリラ

記念写真をとりました。 

楽しく過すことが出来てリフレッシュでき

利用者 D  



 

 

 

子どもフェスティバル

 

 当日、生憎の雨の中で、その上、外

皆さま方は、例年の数ではなかった。

る。ついては、ホットコーヒー、ココアが

 小田倉さんと体育館へ売りに行ったり

わない？」、「味見していって」と言い

冷たい雨のせいで、足の間隔がなくなって

 

 

 

 

 

 

 

 そろそろ出店ラッシュが始まりそうな

 6 月以降の出店の予定です。 

 ぜひお近くにいらした際には、お立

 

 

 

        6 月  9 日（土）  

                   

        6 月１０日（日）  

                   

      7 月 14 日（土）  

                   

出出出出    店店店店    
報報報報    

告告告告    

大雨＋低気温、本当

寒かったですね(+_+)
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どもフェスティバル 

外での出店で、学生さんをはじめ、来客の

。ドリンクは、天候で売れ行きが左右され

ココアが売れていました。 

ったり、最後の方は、井上さんが学生に、「買

い、渡し忘れたので、鮮明に覚えています。

がなくなって、冷え切ってしまいました。 

利用者 E 

まりそうな季節になりました。 

立ち寄りくださいませ。 

  あおぞら祭り 

                     ～ 八千代病院 ～ 

  花見川区朝市 

                     ～ 花見川区区役所 ～ 

  障害者施設支援福祉バザー 

                     ～ 千葉そごう前広場 ～ 

 

本当に 

(+_+) 



    はじめましたはじめましたはじめましたはじめました♪♪♪♪    

 六月よりステップちばで、畑をはじめる

見川新和市民農園という、１区画

 自分は以前、畑をやっていた時期

境です。これからの季節、なす、ピーマン

えようと考えています。知識がある

るボランティアさんも募集していますので

い。よろしくお願いします. 

   

                              

 

 

カフェ・マロン

 

 珈琲は自家焙煎です。一杯ずつ挽いて

 手作りクッキーとパウンドケーキもご

 ぜひご賞味ください。 

  

 ※パウンドケーキをお持ち帰りで購入

  約のご連絡をお願いいたします。

 

    毎月第 2、第 4 土曜日は感謝ＤＡＹ

    ホットコーヒー、アイスコーヒー

   

  営業日 火曜 木曜 金曜

      午前１１：００ 
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をはじめる事になりました。場所は、花

区画１２㎡ほどの小さな畑です。 

時期があるので（期待７：不安３）の心

ピーマン、きゅうりなどの夏野菜を植

がある方、興味のある方など協力して頂け

していますので、気軽にお声をかけて下さ

                             職員  井上睦月 

 

カフェ・マロン便り 
 

いて、手でいれています。 

りクッキーとパウンドケーキもご用意しております。 

購入される場合には、３日前までに、ご予 

。 

ＤＡＹです。 

アイスコーヒー、コーヒー豆がお安くなります。 

金曜 土曜（祝日除く） 

 ～ 午後３：００ 



 

鉄道／バス利用の場合 

 

� JR 新検見川駅北口バスターミナルよ

り京成バス「草野車庫・いきいきプラ

ザ・八千代台駅行き」で「長作新田

にて下車 

� 京成八千代台駅より京成バス「

川駅・海浜幕張駅行き」で「長作新田

にて下車 

� JR 幕張駅よりシーサイドバス

公園行き」で「天戸十字路」にて

 

 ※ 駐車場もあります。 

 

 

 社会福祉法人 栗の木 

  指定就労継続支援 B 型事業所 

  〒262-0043 千葉市花見川区天戸町

      Tel：043-258-1407

 

  URL http://kurinoki-welfare

 

  

 

 

 

 

 

 

 編集後記  

        年度末に

月            月から働き

  役って        役にたって

             願っています

             ブログにもお

     http://cafemaron1407.blog.fc2.com/
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バスターミナルよ

・いきいきプラ

長作新田」

「新検見

長作新田」

よりシーサイドバス「花島 

にて下車 

 ステップちば 

千葉市花見川区天戸町 757-3 

1407   Fax：043-258-1389 

welfare 

に 2 名の利用者の一般就労がきまり、この 4

き始めています。ここでの経験が少しでも                     

て、充実した就労生活を続けられることを 

ます。 

ブログにもお立ち寄りください。 

http://cafemaron1407.blog.fc2.com/  


