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　2019年1月25日　ありがとうショップ の 砂

長美んさんが来所されました。美んさんは、ベー

シック憩 PC 班で日頃お世話になっている株式会

社 VALT JAPANの新規事業開発室顧問でもあ

ります。VALT JAPAN 様とのご縁で実現した

コラボがこちら！

　今まで、国会議事堂クッキーや金箔紅茶など、

全国で数々のお土産品を手掛けてきた開発のプロは、弊所の「うさぎのみみ」に着目！パッケージ

の大幅改良を行うこととなりました。

　まずいただいたアドバイスは、「3秒で購入したいと思っていただけるパッケージにすること」。

　中の見えない製品や、そもそも何のお菓子か分からないようでは、3秒で購買意欲にはつながり

ません。①何が入っているのか②どんな製品なのかが、ぱっと見でわかるような商品パッケージに

する必要があります。

　美んさん曰く『事業所 PR をしても仕方がない！お客様が知りたいのは、「どこの事業所が作っ

ているのか」ではなく、「どんな製品なのか」だよ。なら、事業所を前面に出すパッケージは意味

ないよね？お情けで買ってほしいなら話は別だけど。』

　大きな勘違いでした。「味で勝負している」「品質で勝負している」と口でいうものの、今までやっ

ていたことは「障がいを持っている人が頑張って作りました」を PR しているようなもの。この意

識から脱却する必要がありました。

　そのほか、幾多のアドバイスを受け、新・「うさぎのみみ」が完成しました。

　ラベルの背景は、吾妻山の雪うさぎにちなんだ製品なので吾妻山の写真にすることとなり、

photoAC より「ぱんち・ら」さんの写真を利用させていただきました。

　詳細は、『シリーズ【吾妻山名物「うさぎのみみ」リニューアル！～その軌跡～】』として、ベーシッ

ク憩 HP、Facebook で公開しています。そちらもぜひ合わせてご覧ください！

憩の商品紹介

　段々春が終わりを告げ、暑い季節がやって来ようとしています。暑いのか寒いのか分からない季

節は水分をコマメに摂取した方が体もそんなに辛くないと思います。一番心配されるのが脱水にな

ることです。憩の皆さんは水分補給をコマメにとってるから大丈夫だと思います。

　ここから自分の話なんですが、自分は数えると 4 回ぐらい脱水になった覚えがあります・・・。

脱水になると高熱が出て自分で立てなくなり、そのたび点滴をして大変でした。

　皆さんも「たかが脱水」というふうにあまくみないで今まで通り水分を摂取しましょう。

　寒暖差というよりも、ひと昔前では考えられなかった自然災害などが日本中で起こっていると思

います。



ボウリングついて

各班の目標について

　１月２０日土曜日にランドワンにてボウリング活動を行いました。参加したメンバーから一言

を頂いていたので、ご紹介します。

　１ゲームはスペアだったけど、２ゲームでストライクを取りました。                     （Ｔ・Ｆさん）

　 スペアが取れたことが最高に緊張がとれて良かったです。　　　　　　　　　　  （Ｈ・Ｍさん）

　１００いったので良かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （Ｎ・Ｓさん）

　１ゲームでストライクとスペアが取れたので良かったです。　　　　　　　　　   （Ｙ・Ｉさん）

　各班での目標について紹介します。

木工班

納期を守る。作業中は静かに行う。工程を守って

作業する。メンバーの嫌がることを言わない。

お菓子班

１、衛生管理に気をつける。

コロコロを協力して、行なう。手洗い、うがい、消毒をする。工房の中でエプロンやぼうし等の

着脱をしない。掃除を二人一組でやる。

２、皆で声かけをして、作業をスムーズに行えるようにしていく。

作業時間を守って、皆で協力していきたい。作業前に使う物の報告を必ずする。使った後は責任

もって片付けする。同じ作業する際はお互いの分も準備する。空いた時間に次の作業の準備をす

る。

３、作業に使う備品は丁寧に扱う。

ＰＣ班

１、キズナ

スタッフメンバー間だけでなく、メンバー×

メンバー間のコミュニケーションも大切にする。

２、就労の架け橋

就労に向けた意識を高くもって仕事する。

３、ＰＣ班の約束

優先順位を守る。
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　5月18日土曜日にベーシック憩で、まちなか夢

工房のメンバーとベーシック憩のメンバーで交流会

イベントを行いました。そして、6つのグループに

分かれました。各グループで夢工房のパンにポテト

サラダなどを付けて食べました。とっても美味し

かったです。時間は 9：00 ～ 11：30 まででした。

飲み物は、コーヒー、紅茶などでした。

今回はこのメンバーが担当しました!
ブルーム 拓

両面の編集 憩商品紹介 今月のベストショット！夢工房交流会の風景

かっちゃん

冒頭のあいさつ

タフィ ななちゃん

　交流会でのジャムロ
イヤルエンペラーやジ
ャムコロネ、フワフワ
食感の食パンの味は最
高でした。

　家の猫のさくらも、
元気になりました。
　まだ点滴と飲み薬は
家でやっていますがと
りあえず安心です。

　最近、心身ともに調
子があまりよくないで
す。季節のせいかな、
皆さんはどうなんでし
ょうか・・・？

　照り付ける太陽、風
が舞う季節ですね。通
勤の方は交通事故にお
気を付けて。焦らない
心が大切です。

　憩で毎日、朝木工エリ
アの前で朝の音楽を流し
ていると思いますが、朝
の音楽は憩休憩室で流せ
ばいいと思います。

　何だか寒くなったり
暑くなったり体調など
に気を付けたいです。
暑さに負けないぞ！

憩友の会コーナー

愛犬コロ

今月のベストショット！ 夢工房交流会の風景

『（メーデー外販）あづま運動公園』

　4月27日にあづま運動公園でメーデーに

行って来ました。

　憩では、お菓子班と木工班の商品をたくさん

のお客さんに買っていただきました。

この日の売上が14700円。この中各班で一番

売れた物を発表します。お菓子班一番売れたの

が新しくなったうさぎのみみ（480円）。完売

してしまう程の人気でした。他にも人気のお菓

子がたくさんあるのでぜひ食べてみてくださ

い。木工班は、スノコカラード（400円）た

くさんの色が合ってどれにしようか、迷います。

色は、水色、オレンジ、緑など全部で 12 色の

スノコがあるようです。とても丈夫なので植木

などを載せたりしたらオシャレです。

　あづま運動公園で毎年ゴールデンウィーク期

間に行われているイベントや体験コーナーなど

親子で楽しめるようになっています。詳しくは、

メーデーの HPを確認してみて下さい。

　私は5月17日金曜日に開かれた憩友の会に

初めて出席しました。議題は①夢工房交流会に

ついて②5月26日外販について③地元学案内

④図書購入について⑤憩マスコットネーミング

投票⑥園芸活動でした。メンバーもスタッフも

楽しく、熱心に議題の話し合いをして非常に楽

しく有意義な会だと思います。憩友の会は毎月

第三金曜日に行われるので、普段やりたいこと

や気になっていた事を皆で話し合う貴重な時間

です。是非、この機会を通して自分の意見や周

りの方の話に耳を傾けてベーシック憩をこれま

で以上により良くする方法を模索したいです

ね。

憩友の会コーナー


