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農福連携

アピオス

就労継続支援Ｂ型事業所「サポートセンターひろば」では、下北地域県民局が進める「農福連携」事業の
委託を受け「アピオスの栽培」のお手伝いをしたことが契機となって平成 27 年春から、アピオスの植え付
け～雑草駆除～花摘み～収穫～洗浄・ツル切りといった年間を通しての作業を受託するところとなり、本格
的にアピオス栽培に従事しています。

アメリカ原産で「アメリカホドイモ」の

下北のアピオスは、他にない「甘み」を持っています。

別名を持つマメ科のイモです。

掘り取ったイモを袋に入れて、1 か月以上の間、寒い屋外

その栄養価はジャガイモと比較するとカ

に置いておく。これが「寒ざらし」です。

ルシウムは 30 倍、タンパク質は 3 倍もあ

寒い場所に置いておくことで、アピオスは自らを守るた

ります。病気や虫にも強いので、無農薬

めにでんぷんを糖に変えます。この寒ざらし作業が下北

で栽培されています。

のアピオスの甘さの秘訣です。

アピオス栽培の一年
5～7 月

柱立・植え付け・除草

8 月…花摘み

・アピオス農家の河野さんから説明を受け、今年の作業開始!!
・まずは植え付け作業
・アピオスのツルがからみつく支柱を立てる作業は重労働です。

8 月になると花が

・無農薬栽培なので、雑草取りも大事な仕事

咲き始めます。

11 月…収穫

・機械で掘り起こし、そのあとイモを拾うのは手作業です。

・アピオスの泥落としは洗濯機を使っています。

・1 回では掘り切れず、何回も拾う作業をします。

・ツルを切ってサイズごとに分けます。

サポートセンターひろば
就労継続支援Ｂ型事業所「サポートセンター ひろば」は、平成２３年１０月１日に定員１０名で開設し、
平成２６年７月１日から定員２０名として再スタートしました。
農福連携に伴う「アピオス栽培」への本格参入の他、陶芸「神福焼」や夏秋イチゴの出荷用箱作り、ジャム
用イチゴの下処理、さらには日々の高齢者の皆さん等への宅配弁当や、唐揚げ用鶏肉の下処理作業等々、様々
な作業に２０名余の利用者の皆さんとそれをサポートする１０数名の職員で毎日頑張っています。

【農福連携～アピオス・夏秋イチゴの出荷用化粧箱・ジャムの下拵え等】
農福連携もアピオスだけじゃ無いよ～。

夏秋イチゴの出荷用化粧箱作り

いちごのヘタ切り

唐揚げ用鶏肉の前処理

【自然農法栽培】
自分たちの畑を開墾して「ソバ」や
「ネギ」「ピーマン」「ミニトマト」
を栽培して弁当の食材等や、利用者
の皆さんの健康な食材作りもしてい
ます。

ソバの花

見事なピーマン

ソバの種まき

【神福焼】
陶芸部門を「神福焼」と命名して陶芸教室
も開催し、
「簡単！体験コース」、
「本格的！
作陶 体験コース」、
「実感！陶芸家体験コ
ース」の 3 コースを設け、それぞれ千円、
千五百円、二千円で体験できます。
これが神福焼です!!お皿・湯呑・花瓶…見ているだけでもワクワクします！

【宅配弁当～「ひろばのまんま」】
一人暮らしの高齢者の皆さんや、
職場毎の皆さん、そしてもちろん
個人のお宅にも毎日お弁当を作っ
てお届けしています。
１つ４００円で毎日１１０食前
後をお届けしています。

こんなおかずを

ご飯とセットにして

さあ配達

グループホーム「サンライズ」
グループホーム「サンライズ」は、障がい者の自立を目指し地域において共同で生活をする場です。
現在３棟のグループホームがあります。
サンライズ２号館

サンライズ３号館

むつ市苫生町 1 丁目 2 番 27 号

むつ市苫生 1 丁目 2 番 27 号

タウンハイツＤ－１号

タウンハイツＤ－２号

サンライズ１号館
むつ市柳町 4 丁目 11 番 4 号

定員

４名

★１号館居間

定員

４名

定員

３名

★２号館居間

行事等の紹介
研修旅行 田舎館村 田んぼアート

誕生会 食事会

消火器訓練
連絡先
〒０３５－００３１
むつ市柳町 1 丁目 2 番 15 号
グループホーム「サンライズ」事務所
電話

０１７５－２３－７８４４

ＦＡＸ ０１７５－３４－００１３
担当者 木立・沼田

児童デイサービスあおぞら
障がいを持つお子さん（小学生～高校生）を対象として、放課後や夏休み等の長期休暇を過ごす場所で
す。自宅や学校への送迎にも対応しています。長期休暇などには遠足や調理などのイベント活動も企画し
ています。

〈今年の主な活動より〉
・毎月１回「月刊あおぞら」発行：前月の活動の様子などを保護者に伝えています。
・毎月１回「避難訓練」
・夏休み：ひろば夏まつり、カラオケ、ブルーベリー摘み取り、科学技術館見学、公民館活動、調理実習、
家族交流バーベキューなど
・買い物おやつ「あおぞらマート」
：いつもの「おやつ」を本物のお金を使って、好きなおやつを
選んで買います。１個１０円で３０円分買います。
・青森県発達障害者支援センター「ステップ」事業所訪問支援研修：今年は４月２２日、２３日と
１１月２５日、２６日の２回、町田徳子所長に来所していただき研修しました。

みんなの広場

親子で遊べるスペース
「みんなの広場」では、
乳児の親子を中心に、
気軽に目の届くスペー
スで、子育て情報発信
地としても利用されて
います。

レンタルボックス「リンゴ箱」

リサイクルショップ「エコキッズ」

レンタルボックス「リンゴ箱」

むつ市の手作り作家さんの作品を販売しています。

こども服を中心に、おもちゃ絵本などの商品がずらーり

ハンドメイド教室
クラフトテープ、トールペイント、スイーツデコ、こぎん刺しなどのミニ教室を毎月末の月曜日に開催

親子教室も
開催しました!

開設日 火～土曜日
時

間 ９：３０～１２：００

利用料 基本料金 大人１人と子供１人
追加料金 大人１人 １００円

１００円
子供１人 ５０円

ふれあいホームひろば

【事業目的】
高齢者、障がい者及び障がい児の共生型施設の運営

【事業内容】
1 高齢者の居場所提供
2 障がい児のデイサービス
3 シェアハウスとしての高齢者や障がい児など要生活支援者の入居
4 一時預かり（レスパイト事業）

【事業実績】
1

高齢者の居場所提供事業として、毎月「地域交流サロン」を開催。各種講座を企画して地域の
高齢者の方々が交流できる場の提供。

2

むつ市介護福祉課より緊急避難としての利用があり、６月より正式入居（７０代女性）

3

むつ市介護福祉課より緊急避難として１週間の利用あり。２名（７０代・８０代女性）

【プログラムと参加者数】
２８年１月２５日（月） 新年会（すいとん作り・「下北かるた」「トランプ」などのお楽しみ） ８名
２月２９日（月） からだを動かそう！

８名

３月１５日（火） ジオパークを知ろう！

８名

４月１３日（水） 下北を知ろう！

９名

５月２６日（木） 下北を知ろう！（第２弾）

７名

６月２７日（月） 簡単手づくり洋梨パイ
７月１９日（火）

１２名

巻きすを使わない簡単太巻きづくり

９月５日（月） 簡単ネックチーフづくり

７名
７名

１０月４日（火） 水源池公園散策

８名

１１月２日（水） 北の防人大湊散策（第２弾）

９名

１２月１日（木） ジオパークを知ろう（第２弾）

１２名

洋梨パイ作り

新年会（下北かるた）

元気あっぷる体操

簡単ネックチーフ

ジオパークを知ろう！

むつ市ファミリー・サポート・センター
むつ市受託事業
育児の援助を受けたい人「おねがい会員」と、援助を行いたい人「まかせて会員」と、両方を希望する人
「両方会員」とが、それぞれセンターの会員となり、地域で子育ての助け合い活動を行っている会員組織です。

会員数（平成 29 年 1 月 31 日現在）

援助件数

おねがい会員 365 名
まかせて会員

48 名

両方会員

25 名

合計 438 名

（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 1 月 31 日）

594 件

≪研修会≫
【1】からだの発育と病気

28/7/7

どんぐりこどもクリニック 佐々木正人先生

【2】安全・事故

28/7/7

どんぐりこどもクリニック 佐々木正人先生

【3】ファミサポの活動について

28/7/14

センター長 小川千恵

【4】保育の心

28/7/14

青森家庭教育アドバイザー 沼田久美氏

【5】子どもの世話

28/9/7

むつ市健康推進課

【6】子どもの栄養と食生活

28/9/7

むつ市健康推進課

【7】子どもの発達と気になる子への配慮について
28/11/25 青森県発達障害者支援センター「ステップ」町田徳子所長

≪会員交流会≫

28/10/20(木)10:00～12:00

・下北ジオパーク紹介 ジオパーク推進員 平田和彦氏
・手作り教室「松ぼっくりのツリー＆メモスタンド」

利用料金
午前 7 時～午後 7 時まで 1 時間 600 円
上記以外の時間帯

お問い合わせ
むつ市ファミリー・サポート・センター

1 時間 700 円

※前年度市町村民税非課税世帯は利用料金が助成されます。

むつ市中央 2 丁目 30-2
℡

0175-24-0605

ひろば一時預かり事業
講座や講演会、サークル活動での子どもさんの預かり（集団託児）の依頼にも対応し、サポーターを派遣
しています。子育て関連の学習会への親達の参加意欲が旺盛で今年は 89 件の集団託児がありました。

集団託児

一時預かり

サテライトキャンパス 42 件、子育てメイト 18 件、ママヨガ 15 件

（むつ市以外）

むつ市まちゼミ 12 件、青森県男女共同参画課 2 件

合計 89 件

37 件

むつ市病後児預かり室

おひさまルーム

むつ市受託事業

事業内容

病気の回復期にある児童を一時的に預かることにより、
保護者の子育てと就労の両立を支援する事業です。

開設日時

月～土曜日（日・祝日

休み）

利用料金

2,050 円/日

登録者数

271 名（平成 29 年 1 月 31 日現在）

8～18 時

平成 28 年度 利用件数
29 件

感冒
気管支炎

4件

感染性胃腸炎

3件

インフルエンザ

2件

喘息・喘息性気管支炎

2件

先天性耳ろう孔 術後

1件

計 41 件

（平成 29 年度 1 月 31 日現在）

平成 22 年 6 月にむつ市から委託を受けて開設され、平成 25 年から利用件数が増大し、平成 26 年度は 75 件、
今年度も 1 月末で 40 件を超す利用となっています。今年度は保育園、幼稚園、小学校のほか、就労先へ案内チ
ラシを配布し、周知徹底に努めました。
開設時間内は看護師、保育士が常駐しているため、当日予約・利用にも対応でき保護者の就労支援に役立ち、
リピーターの利用が多くなっています。

会員になってひろばを支えてください
○正会員

⇒ 一口 5000 円
≪郵便振替≫02250-7-64764

○賛助会員

⇒ 一口 1000 円

特定非営利活動法人

むつ下北子育て支援ネットワークひろば
むつ市柳町 1－2－15 佐藤ビル 2Ｆ
TEL 0175-23-7844

FAX 0175-34-0013

メールアドレス honbu@npo-hiroba.org

