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きょうされん 秋田支部ニュース
～ きょうされん全国大会 in 東北・ふくしま ～
9 月 21 日と 22 日の二日間、福島県郡山市磐梯熱海で全国大会が開催されました。秋田支部も物品販売コーナー
を担当し、多くの会員事業所職員の皆様にご協力頂きました。ありがとうございました。
今大会には【ここから「つたえ つなぎ はじめる」
】のテーマのもと、全国から 2,400 名の参加者が集まりま
した。初日は東日本大震災からこれまでの 2 年半の様子を映像や体験談を通し改めて被害の甚大さを知り、また、
歌やピアノ演奏を通して今後の明るい未来を期待できる時間にもなりました。二日目は観光や分科会を行いまし
た。秋田支部で担当した物品販売コーナーと、分科会「利用者フォーラム」に参加した「たんぽの会」会長
藤武敏さんの感想をご紹介します。

きょうされん全国大会 in 東北ふくしま「被災地支援販売

福の市」

被災地の事業所商品を多くの方にご購入頂き、震災支援に入れなかった方々にも「支援の一つ」
を提供する目的でもあった、販売ブース！！
被災地 3 県、15 事業所からの出店（出店頂いた作業所商品はほぼ完売しました！）
【総売り上げ 1,427,900 円】
【震災募金箱 58,108 円】でした
※売上からの募金を含めると 200,898 円の被災地募金となりました。
秋田支部パワーが全開！！！
（販売要員 14 名、地元ボランティアの方々11 名、他桜田支部長、澤田理事、進藤事務局長）
◇頑張って下さった“秋田美人”と“秋田のイケメン”の皆さんです◇
・サンワーク六郷(後藤千絵美さん、戸田瑞貴さん)・虹のいえ(菅原正二さん、菊地忠豪さん)
・さくら園(桂田ゆかりさん、金平安子さん)・五輪坂ひなげしの里(仙道みずほさん、佐藤麗
子さん)・杉の木園(小松健一さん、佐藤春花さん、菊地真由子さん、佐々木悟さん、伊藤
匡さん、松橋明人さん）
全国から集まった皆さんと販売を通してふれあうことが出来てとても楽しい二日間でした。

佐

きょうされん全国大会 in 東北ふくしまに参加し 1 日目はオープニングセレモニーを見て感動しました。
2 日目は各分科会に分かれ、ぼくは利用者フォーラムの司会をしました。司会は 3 人で分担をしながら進め
ていきました。この全国大会で司会をやったのが初めてです。大成功だったと思います。それと大会を通し
て全国のなかまと会えたのがうれしかったです。これからもたんぽの会の会長をがんばりたいと思います。
「たんぽの会」会長 佐藤武敏

【全国大会交流会にて、グッズデザインコンクールに入賞された方の表彰式も行われました!!】
原画展展示会場にて記念撮影（＾◇＾）

左：熊谷達也さん＜サンワーク六郷＞
「僕の通うサンあんぐる」
（2014 年 1 月卓上カレンダー）
右：斎藤千佳子さん＜とうふ屋丸木橋六兵衛＞
「キャンディー」
（2014 年 2 月壁掛けカレンダー）

畑本貴紀さん＜五輪坂ひなげしの里＞とお母さん
「電車」（2013 年度夏季販売 トートバッグ）

売行き好調➚➚で追加発注しました！

～ 広報研修委員会 ～
9 月 28 日と 29 日の二日間、秋田市で「手をつなぐ育成会東北ブロック大会」
が開催されました。利用者部会「たんぽの会」では二日目の第 5 分科会
（ほんにんかつどうをがんばる）で、会長の佐藤武敏さんが司会進行、
副会長の佐々木淳さんがたんぽの会の活動紹介を行っています。
東北各県８つの本人活動紹介では関東の本人活動団体との交流を行って
いる所や、自分達の生活について困っていることを取り上げ、定期的に
研修会をおこなっている団体もありました。分科会で得た情報を今後の
活動に活かせるよう、役員会でも検討していきたいと思います。
委員長 鈴木（虹のいえ）

～ 組織・運動委員会 ～
・賛助会員目標達成!!
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・
「第 37 次国会請願署名募金運動」まもなく始動開始します!!
これまで 12 月初旬の“がんばるデー”に合わせて活動を行ってきましたが、今年度は、寒くなる前（雪
が降る前）の 11 月中に第 1 回目の活動を行う予定です。
委員長 齊藤（とうふ屋丸木橋六兵衛）

～ 事業委員会 ～
○2013 年度 夏季販売
衣料品・日用品・食料品共に目標達成!!
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～ 第 2 回支部事業担当者会議 ～
9 月 6 日（金）
、きょうされん本部にて今年度 2 回目の支部事業担当者会議が行われました。（株）ユニオンサ
ービスの方が出席しての夏季販売の実績報告や取組みを終えての感想や意見交換、冬季販売食品の試食などの内
容の会議でした。
「新たなアートグッズの提案」では、秋田支部として斬新かつ独創的なアイデアの商品を提案し
て参りました。
もう少しで、カレンダー、冬季販売の活動が始まります。今後、冬季食料品の試食会も予定しておりますので、
たくさんのご参加をお待ちしております。
委員長 久米（サンワークの家）

～ グッズデザインコンクール ～
毎年、秋田県の利用者さんの絵がカレンダーやバック等のデザインに選ばれているコンクールへの出展が近づ
いてきました。締切りは 10 月 7 日（月）～11 日（金）必着です。応募の詳細は『きょうされん』のホームペー
ジに掲載されていますので、ご確認ください。

☆日程表
１０月１２日（土） 支部運営委員会（試食会）＜杉の木園＞
２６日（土） 東北ブロック代表者会議＜秋田市＞
１１月２０日（水） 支部長・事務局長会議＜東京＞
２２日（金）～２３日（土）
利用者学習交流会＜東京＞
２６日（火）～２７日（水）
グッズデザインコンクール＜東京＞
秋田支部

目標達成!
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お陰さまで、今年度の目標を達成しました。
３３５口（目標

３３０口

達成率１０１％）
。

ご協力ありがとうございました。

