
    

・小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

・事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

売れ行き順調だし。（

○

○

○

〈アクセス〉
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４ 就労継続支援Ｂ型

    

小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

売れ行き順調だし。（

ある日の店頭販売、

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

徴をもって課題に取り組んでいます。

１.常時個別支援、相談に応じます

2.工賃の引き上げ（毎月平均工賃２万円の実現

3 作業種目を豊富にして、活動拠点を拡げています。

○昼食提供サービス、クッキー作り等“食”を

中心として

○焼き鳥は「大井事業所」のみで行っています

○地域イベントへの積極的参加

（年間１００万円売上げ目標

利用者の声

〈アクセス〉

ＪR 柏駅東口

就労継続支援Ｂ型

小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

売れ行き順調だし。（S.H）

就労継続支援

ある日の店頭販売、作りたてのクッキーを中心

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

徴をもって課題に取り組んでいます。

常時個別支援、相談に応じます

工賃の引き上げ（毎月平均工賃２万円の実現

作業種目を豊富にして、活動拠点を拡げています。

大津ヶ丘事業所

昼食提供サービス、クッキー作り等“食”を

中心として、生産・販売

焼き鳥は「大井事業所」のみで行っています

地域イベントへの積極的参加

年間１００万円売上げ目標

利用者の声

東口 ６番坂東バス

「大津ヶ丘

就労継続支援Ｂ型

小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

）

就労継続支援

作りたてのクッキーを中心

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

徴をもって課題に取り組んでいます。

常時個別支援、相談に応じます

工賃の引き上げ（毎月平均工賃２万円の実現

作業種目を豊富にして、活動拠点を拡げています。

大津ヶ丘事業所

昼食提供サービス、クッキー作り等“食”を

生産・販売に取りくんでいます。

焼き鳥は「大井事業所」のみで行っています

地域イベントへの積極的参加

年間１００万円売上げ目標）

バス「大津ケ丘団地」行乗車

「大津ヶ丘 4

就労継続支援Ｂ型

小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

就労継続支援

青

作りたてのクッキーを中心

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

徴をもって課題に取り組んでいます。

常時個別支援、相談に応じます

工賃の引き上げ（毎月平均工賃２万円の実現

作業種目を豊富にして、活動拠点を拡げています。

大津ヶ丘事業所

昼食提供サービス、クッキー作り等“食”を

に取りくんでいます。

焼き鳥は「大井事業所」のみで行っています

地域イベントへの積極的参加を図ります。

）

「大津ケ丘団地」行乗車

4 丁目」下車
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小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

就労継続支援

い

作りたてのクッキーを中心

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

工賃の引き上げ（毎月平均工賃２万円の実現）

作業種目を豊富にして、活動拠点を拡げています。

昼食提供サービス、クッキー作り等“食”を

に取りくんでいます。

焼き鳥は「大井事業所」のみで行っています

を図ります。

「大津ケ丘団地」行乗車

丁目」下車 3 分

小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

就労継続支援

い 鳥

住

ＴＥＬ：

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

クローバ

沼南

柏
駅

地図

大津ヶ丘事業所

小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

就労継続支援 B 型

鳥

所：柏市大津ヶ丘

ＴＥＬ：04-7199

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

メンバーによる昼食づくり

青い鳥

クローバ  

沼南

16

伊勢角生協

職員構成：

施設長

職業指導員

生活支援員

青い鳥
大津ヶ丘事業所

小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

型

柏市大津ヶ丘 3－

7199-8119

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

メンバーによる昼食づくり

保育園伊勢角

マクド

ナルド

京葉銀行

職員構成：

施設長   1 名

職業指導員  6 名

生活支援員 2 名

小規模授産施設時代からの青い鳥利用者です。作業は何でも取り組んでいる。毎日の生活が充実しているね。（T.O

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

－5－1－105

8119

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

メンバーによる昼食づくり

至

大津ヶ丘 交差点

大津ヶ丘４丁目バス停

ウェルシア薬局

名

名

名

T.O）

事業所（大津ヶ丘）は、団地の商店街の一角だけど、環境が良い。今、クッキーづくりが楽しい。つくったものも

105

私たちは、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型の事業を実施しています。”Ｂ型ってなに？“堅

苦しい説明は後にして日中活動の拠点として皆さんの地域生活を多面的に支援できたらと、次のような特

千葉→

交差点

大津ヶ丘４丁目バス停

ウェルシア薬局



『食』の文化活動をとおして地域での共生を目指しています

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

れる方、ちょっとだけ勇気を出して私たちの所を訪ねてみませんか。

・初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受け

でもこれがたのしくてやめられません

         

・

・

・

営業日：月、火、水、木、金

休業日：土、日、祭日、年末年始

営業時間

利用者の声

森の生気漂う

『食』の文化活動をとおして地域での共生を目指しています

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

れる方、ちょっとだけ勇気を出して私たちの所を訪ねてみませんか。

初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受け

でもこれがたのしくてやめられません

       

・かるのこショップ

・常連のお客様たちに声をかけられたりご挨拶するとき、接客サービスが本当に楽しい。（

・ここへきて、調理の領分だけでなく、私の生活全体がなんとなく豊かに拡がったと思う。（

ウエルネス柏の

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。

営業日：月、火、水、木、金

休業日：土、日、祭日、年末年始

営業時間 9

利用者の声

利用者の声

の生気漂う

『食』の文化活動をとおして地域での共生を目指しています

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

れる方、ちょっとだけ勇気を出して私たちの所を訪ねてみませんか。

初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受け

でもこれがたのしくてやめられません

ショップ心をこめた私の接遇サービスでお迎えします。（

常連のお客様たちに声をかけられたりご挨拶するとき、接客サービスが本当に楽しい。（

ここへきて、調理の領分だけでなく、私の生活全体がなんとなく豊かに拡がったと思う。（

ウエルネス柏の 2

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。

営業日：月、火、水、木、金

休業日：土、日、祭日、年末年始

9：00～16：

利用者の声

利用者の声

の生気漂うレストラン

『食』の文化活動をとおして地域での共生を目指しています

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

れる方、ちょっとだけ勇気を出して私たちの所を訪ねてみませんか。

初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受け

でもこれがたのしくてやめられません

心をこめた私の接遇サービスでお迎えします。（

常連のお客様たちに声をかけられたりご挨拶するとき、接客サービスが本当に楽しい。（

ここへきて、調理の領分だけでなく、私の生活全体がなんとなく豊かに拡がったと思う。（

2 階正面玄関脇に喫茶室かるのこ

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。

営業日：月、火、水、木、金

休業日：土、日、祭日、年末年始

：00（ニ部制）

営 業

営業時間：

勤務時間

レストラン

『食』の文化活動をとおして地域での共生を目指しています

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

れる方、ちょっとだけ勇気を出して私たちの所を訪ねてみませんか。

初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受け

でもこれがたのしくてやめられません（MT）

心をこめた私の接遇サービスでお迎えします。（

常連のお客様たちに声をかけられたりご挨拶するとき、接客サービスが本当に楽しい。（

ここへきて、調理の領分だけでなく、私の生活全体がなんとなく豊かに拡がったと思う。（

階正面玄関脇に喫茶室かるのこ

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。

他

（ニ部制）

営 業 日：火・水・木・金・土

（休業日：日・月・祝日）

営業時間：10

勤務時間：9：

・ＪＲ柏駅東口から、ウェルネス柏行きバスで終点下車

・慈恵医大柏病院行きバスで「柏ふるさと公園入口」下車

・ＪＲ北柏駅南口から徒歩２０分

〈アクセス〉

19

『食』の文化活動をとおして地域での共生を目指しています

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

れる方、ちょっとだけ勇気を出して私たちの所を訪ねてみませんか。

初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受け

心をこめた私の接遇サービスでお迎えします。（

常連のお客様たちに声をかけられたりご挨拶するとき、接客サービスが本当に楽しい。（

ここへきて、調理の領分だけでなく、私の生活全体がなんとなく豊かに拡がったと思う。（

階正面玄関脇に喫茶室かるのこ

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。

：火・水・木・金・土

（休業日：日・月・祝日）

10：00～16

：30～16：

（二部制）

・ＪＲ柏駅東口から、ウェルネス柏行きバスで終点下車

・慈恵医大柏病院行きバスで「柏ふるさと公園入口」下車

・ＪＲ北柏駅南口から徒歩２０分

〈アクセス〉

『食』の文化活動をとおして地域での共生を目指しています

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

れる方、ちょっとだけ勇気を出して私たちの所を訪ねてみませんか。

初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受け

心をこめた私の接遇サービスでお迎えします。（N.A

常連のお客様たちに声をかけられたりご挨拶するとき、接客サービスが本当に楽しい。（

ここへきて、調理の領分だけでなく、私の生活全体がなんとなく豊かに拡がったと思う。（

階正面玄関脇に喫茶室かるのこ（福祉ショップかるのこ）があります。

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。

住所：

ＴＥＬ：

：火・水・木・金・土

（休業日：日・月・祝日）

16：00

：30

〈アクセス〉東武野田線初石駅より徒歩５分

地図

地図

・ＪＲ柏駅東口から、ウェルネス柏行きバスで終点下車

・慈恵医大柏病院行きバスで「柏ふるさと公園入口」下車

・ＪＲ北柏駅南口から徒歩２０分

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受け

N.A）

常連のお客様たちに声をかけられたりご挨拶するとき、接客サービスが本当に楽しい。（

ここへきて、調理の領分だけでなく、私の生活全体がなんとなく豊かに拡がったと思う。（

（福祉ショップかるのこ）があります。

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。

住所：柏市柏下

ＴＥＬ：04-7128

〈アクセス〉東武野田線初石駅より徒歩５分

47

ウェルシア

ファミリーマート

地図

住 所：

ＴＥＬ：

・ＪＲ柏駅東口から、ウェルネス柏行きバスで終点下車

・慈恵医大柏病院行きバスで「柏ふるさと公園入口」下車

・ＪＲ北柏駅南口から徒歩２０分

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

初石のキッチンよつばを利用、３年目です。森の中のレストランで厳しい訓練・指導を受けてます。

常連のお客様たちに声をかけられたりご挨拶するとき、接客サービスが本当に楽しい。（U・

ここへきて、調理の領分だけでなく、私の生活全体がなんとなく豊かに拡がったと思う。（M

（福祉ショップかるのこ）があります。

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。

柏市柏下 65 番地 1

7128-2230

〈アクセス〉東武野田線初石駅より徒歩５分

ウェルシア

流山西初石局

キッチンよつば

東武ストア

流山局○〒

セブンイレブン

初石駅入口

所：流山市西初石４－３８１－２

ＴＥＬ：04-7154

・ＪＲ柏駅東口から、ウェルネス柏行きバスで終点下車

・慈恵医大柏病院行きバスで「柏ふるさと公園入口」下車

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

てます。

・Y）

M・T）

（福祉ショップかるのこ）があります。

携わっているメンバー・スタッフ・そしてご愛顧いただいているお客様が作る喫茶店です。
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2230

〈アクセス〉東武野田線初石駅より徒歩５分

流山西初石局

キッチンよつば

東武ストア

初石

セブンイレブン

エネオス

流山市西初石４－３８１－２

7154-0341      

・ＪＲ柏駅東口から、ウェルネス柏行きバスで終点下車

・慈恵医大柏病院行きバスで「柏ふるさと公園入口」下車 徒歩３分

◎日中活動が思うようにいかず悩んでおられる方、退院を間近に控え生活の場を少しでも広げたいと考えておら

〈アクセス〉東武野田線初石駅より徒歩５分

流山市西初石４－３８１－２
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