3.パティスリー

﹇巻頭特集﹈ 社会福祉法人

アンサンブル会

ものづくりで生きる力を育む
社会福祉法人アンサンブル会は︑障がいがあっても働き︑自立し︑生きがいを持って仲間とともに地域のなかで生きる人
生を支援する団体です︒これまでに有機野菜の生産やスイーツ・パンの製造︑
ひのき畳床製造などに取り組んできまし
た︒授 産 製 品とは思えない︑
ニーズのある個 性 的な製 品を企 画 生 産し︑今 月から︑
ひのき畳 床の中 国 輸 出がいよいよス

次第により広い作業場や職種︑職員
障害基礎年金と給料で自分の生活が

は︑働く場があり︑暮らす場があり︑
成り立ち︑自由に使えるお金もある

年に法 人 格 を 取 得 ︒ ことが必要﹂︒平均工賃一人３万円を

や共同生活を支援する団体です︒そ
アンサンブル︵のちにアンサンブル松

的な授産施設﹁ワーキングスタジオ

翌年︑
﹁アンサンブル会﹂として本格
合わせを全国へ宅配する﹁野菜船﹂

茶店運営に加えて無農薬野菜の詰め

捻出するために︑クッキー製造や喫

目 指し︑平 成

を見据えてアンサンブルは法人化を

が必要になりました︒そこで︑将来

実 習 生も 受け入れるようになると︑ の健常者と遜色のない生活を送るに

タートします︒大きなビジネスチャンスを手にして作業場は︑共に働く人々の活気に沸いています︒

親たちが決起して発足した
アンサンブル会のあゆみ
アンサンブル会は養護学校高等部

の始まりは平成９年︑
﹁飯田養護学
の生産と出荷も開始しました︒

などを卒業した 歳以上の人の就労

校の卒業後の子どもたちの居場所を
遠距離から通う人︑家庭から独立し

川︶﹂を設立します︒また︑同時期に
平成 年︑伊那市にある伊那養護

つくりたい﹂と考えた現在理事長を
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務める小椋年男さんと常務理事の雅
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え︑グループホームの数は 棟に︒四

人だった入居者数は１２０人まで増

苦労させられました﹂︒開設時に７

くいかない︒建物を造る土地探しに

トなどを借り上げての方式ではうま

重ねます︒
﹁都会と違い︑賃貸アパー

那もグループホーム建設には苦労を

ンサンブル伊那﹂を開設︒松川も伊

グループホーム松川の１号棟も開設

て一人暮らしを希望する人のために︑ 学校の保護者からの要請に応え﹁ア

﹁知的障がいがあっても︑同世代

しました︒

子さん夫婦が︑親たちに呼びかけて

にその世話を押し付けてはいけない︒
障がいがあっても友達や仲間ととも
に ︑自 立して 生 き ら れ る 場 所 をつ
くってあげたい﹂との思いで活動が
始まりました︒
しかし︑開店しても順風満帆とは
いきません︒その当時の小椋さんた
ちは福祉の制度に関する知識をまっ
たく持っていませんでした︒そこで︑
作業所設立に向け︑勉強を重ね︑県
年共同作業所として再スタートし

の認可を取得︒アンサンブルは平成
ました︒
共同作業所は障がいのある人が集

ある時﹃やってみる？﹄というと︑う

の人の作業を見ているだけの人も︑

私たちは無理に引っ張りださず︑自
主的にやろうとするまでは見守って

きる能力は眠っているだけ︒それを

います︒そして︑日々ゆっくりとです

れ ︑安 全 安 心 ︑フレッシュであるほ

試し野 菜 船には︑アンサンブルクッ

る楽しさがあります︒初回限定のお

が︑必ず彼らは成長していく︒３年︑
の成長がわかります︒それはとても

５年もすれば驚くほどはっきりとそ
さがあり︑食べれば文句なしにおいし

うれしい﹂と小椋さん︒

ザインもオリジナリティーと華やか

含め︑総利用者数は松川・伊那合わ

した︒食品のみならず︑アンサンブル

いとリピーターを増やし続けてきま

発足当初からの喫茶店事業は平成

製品がつくられるようになりました︒

定され︑購買意欲を高めています︒

場の競争のなかでも勝てることを念

会ではすべての製品が一般流通や市

たいと思っています︒アンサンブル会

国に行き︑そのニーズを肌で感じてき

和室が非常に人気なのです︒私も中

が始まります︒
﹁中国人のご家庭で

﹁野菜船﹂は元々︑東京からこの地

か︑血のにじむような努 力を重ね︑

行する製品がなくノウハウもないな

利用した畳床づくりがスタート︒先

年から︑ひのきの間伐材を
に移住してきた小椋さん夫婦が地域

独自製法を編みだし特許も取得しま

平成

の生産者の協力を得て︑信州の四季

した︒アンサンブル会の﹁自然素材の

生じますが︑
﹁みんなが仕事をしてい

への期待感が膨らみます︒

皆が安心して︑自由に過ごせる社会

戦をし続けているアンサンブル会︒

福祉施設でありながら︑新たな挑

の大きな柱としたい﹂と意欲的です︒

頭に製造︒価格もリーズナブルに設

アンサンブル﹂に引き継がれ︑大好評
のローズパイ︑ケーキやクッキーなど
のスイーツのほか︑国産小麦などの
原材料にこだわったパンづくりも始

の野菜を都会に送ろうとした事業︒

会﹂主催の﹁日本でいちばん大切に

る場所︑環境にいることが大切で︑仕

［おぐら・まさこ］

めました︒

アンサンブルの運営に移行してから

伐・間伐材利用コンクール﹂において

畳床

年に﹁間

は所有する畑を少しずつ広げ︑現在

ひのきの畳床﹂は
は合計４ヘクタールの農園に成長し

林野庁長官賞を受賞しています︒ま
た 年には﹁人を大切にする経営学
同情から一度は買ってくださるでしょ

受賞︒これまでの約

したい会社﹂大賞の実行委員長賞も
年の実績は︑

う︒しかし︑私たちはこの仕事で自立

も選んでもらえるものをつくらなけ

一人ひとり︑障がいによる能力差は

高い評価を受けています︒

れば︒普通に市場で競争できる製品

合っています︒また︑長時間じっと他

う注釈抜きで食べていただき︑誰にで

い︒障害のある人たちがつくったとい

して︑暮らしていかなければならな

小椋さんは﹁授産製品というと︑

ています︒
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事能力の低い人もみんな仲間と認め

https://ws-ensemble.com

小椋雅子さん

下伊那郡松川町元大島1339-1

グループホームで出かけたい場所を決めておしゃれをして出
かける
「オシャレ倶楽部」や「メンズ俱楽部」
を企画中。
「こ
れまで利用者の皆さんとキャンプや旅行を行ってきました
が、気の合う仲間だけで日帰りでグループ旅行に出かけられ
るほど成長している人たちもいます」
と笑顔で話します

TEL 0265-34-0226

社会福祉法人アンサンブル会 常務理事・松川総施設長

アンサンブル会
社会福祉法人
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ばってきました︒だから︑スイーツや

information
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独自製法での畳床づくり
今後の施設運営の柱に

年に新設された﹁パティスリー

今月︑ひのき畳床の中国への輸出

食品︑木工製品や薪など︑さまざまな

キーのサービスも︒パイやケーキのデ

か︑箱を開けるのにワクワクさせられ

なずいてやり始める︒人それぞれで

パン︑野菜も絶対美味しい﹂と︑胸を
種 類ほどが詰め込ま

﹁アンサンブルはゆるやかな結びつ

年

張って語ります︒野菜船には季節の

見守っています︒

合い︑一人ひとりの成長を多面的に

活で気づいた点を職員たちは報告し

な暮らしを応援しています︒日常生

者一人ひとりに寄り添いながら自由

各ホームに職員が常駐︒柔軟に利用

そんな 生 活 をサ ポートす るために︑

にとっての 自 立の 拠 点 で あ る ため ︒

てきたのは︑グループホームが利用者

苦八苦しながらも︑ここまで拡大し
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た︒
﹁私たち親が死んだ後︑兄弟たち

開店した喫茶店﹁アンサンブル﹂でし
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野 菜や果 物

パティスリーで働いて3年目。生地を四角に整え 5年間勤務し、
クッキーづくりをマスター。
しかし、
ながら伸ばしていく作業が難しいと話します。 見た目の美しさを求められるケーキカットはまだま
「実習生時代からアンサンブルのお菓子が大好 だ緊張するそう。パン材料の計量を任されるよう
きでしたので、
ここのお菓子がつくれてお客様に になり、パンづくりも楽しそうでもっと勉強したい
提供できることがうれしいですし、生きがいです！」 と意欲を燃やします

者は職員を﹁先生﹂といわず︑みんな

喫茶店運営でしたが︑養護学校から

まり︑仕事をする場所です︒当初は

［こじま・みか／23歳］

［あかばめ・ひろや／21歳］

きの大きな家族﹂と小椋さん︒利用
名前で呼び合うのだそうです︒

一般流通の土俵に乗る
製品づくりを心がけて
アンサンブル会の設立から約
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せて約１６０人︒彼らの手で野菜や

が経った現在︑在宅で通勤する人も
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をつくりたいと思い︑一生懸 命がん

写真／佐伯好典 デザイン／Beanstalk 白石純也
文／nokko
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小島三佳さん
赤羽目紘也さん
16
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4
アンサンブルの店内。
明るい雰囲気でリピーターも多いです
4.たったいま焼き上がったばかりのパン
5.リンゴのバラが咲き誇る大人気のローズパイ
6.パティスリー アンサンブル
下伊那郡松川町元大島1341-1
0265-34-0226
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1.焼きたてのパンの香りが漂うパティスリー

2.畳床製造所での作業風景。国産のひのきの

アンサンブルの工房

間伐材のみを使用しています

