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会員総会が行われました

2016 年 6 月 11 日中村生涯学習センターにおい

り皆さんからの率直な意見、感想、疑問などが出

て第 11 回夢工房会員総会が行われました。
初めに、急きょ駆けつけてくださった名古屋市

されました（裏面参照）。このような中、提案され
た四議案はすべて承認可決され総会は無事終了

会議員江上博之さまからご挨拶をいただきまし
た。その後理事長新谷和広のあいさつがあり、議

しました。
また新しい年度が始まりました。今年度も引き

案の検討に入りました。（議案の概略は裏面参照。）
今回の総会では従業者のご家族にも広く活動を

続き工賃の向上、従業者の皆さんに寄り添った充
実した支援を実現するよう職員全員で取り組ん

理解していただきたく出席の声掛けをし、数名の でいきたいと思っています。
どうぞ今後も変わらず皆さまのご理解ご協力
参加もありました。議案の提案後の質疑応答では、
議長からもざっくばらんに意見を、との促しもあ をよろしくお願いいたします。

活動報告
名古屋造形大学の学生さんから
夢工房の商品デザインを提案
今年度、名古屋造形大学の産学連携プロジェク
トで

夢工房の新商品開発とパンフレット作製

化へとつなげていけたらと思います。
この取り組みの様子は、名古屋造形大学のホーム
ページでも紹介していただいています。名古屋造形
大学のホームページ

に取り組んでいただけることになりました。夢工

（http://www.nzu.ac.jp/）→

房に大学の先生方が訪問してくださったり、職員

コースブログ→プロダクト

が授業の中で夢工房の現状をお話しさせていた

デザインコースへと進み、

だくことからスタート。子供向けの商品提案のた

ぜひご覧ください。

めに、幼稚園に出かけ子供たちと遊んだり、消費

名古屋市一斉清掃参加しました

者の立場に立った工夫や夢工房で製造しやすい

6 月 4 日(土)全市一斉クリーンキャンペーンな

工夫をするなど、学生の皆さんが積極的に取り組

ごや 2016 があり各区で

んでくださる姿が印象的でした。

清掃活動がありました。

新商品提案のプレゼンテーョンでは、商品アイ

中川区の一斉清掃では区

ディアはもちろんのこと、ネーミングにも若いセ

役所、環境事業所の方他

ンスが光り、平均

200 名を超える参加者

年齢？歳の夢工

がいる中、夢工房も声をかけていただき参加して

房職員には刺激

きました。当日は夢工房勤務カレンダーは休日で

も感動もたくさ

したが、急きょ出勤日とし従業者の皆さんと参加。

んでした。

たくさんの方が清掃活動されていることに従業者

これから更に
検討を深め、商品

の皆さんも刺激を受けたようでした。このような
活動に参加できたことに感謝いたします。

第 11 回夢工房会員総会

概要報告

本人出席：１５名 委任状出席：３２名 合計 ４７名（全会員数 82 名）
●出席者数
●議事 下記 四議案がすべて満場一致で可決されました。
第一号議案 平成 27 年度事業報告及び平成 28 年度事業計画（概要）
（１） 平成 2７年度事業報告
（２） 平成 28 年度事業計画
NPO 法人夢工房これまで運営してきた A 型事業所を閉 NPO 法人夢工房平成 27 年度、無事 B 型事業所を開所した
所、B 型事業所を開所した。これに伴う行政的な手続き、 が、運営そのものはこれからである。従業者の日中作業、工
従業者に関する手続き等を滞りなく行った。また新たに 賃を支える事業そのものを盤石なものにすることが最優先
展開した新規事業については業績が伸びず今後は方向転 課題であり今後これに注力する。またグループホーム設立に
換を検討。一方木工事業は予想以上の売上の伸びがあっ 向けての準備を再開する。
た。また地域清掃活動を 10 月よりはじめた。
夢工房なかがわこれまで同様従業者に寄り添った支援を充
A 型・B 型事業所 夢工房なかがわ B 型を継続利用する 実させること、また作業の場においても機器、道具の工夫を
従業者に不安や不満がないよう丁寧な支援に努めた。A 重ね意欲的に働けるような職場環境、支援を目指す。また作
型事業所運営の中で明らかになった問題点等を踏まえ、 業で生産する木工商品は品質の高いものを目指し、売り上げ
木工に加え請負内職作業も増やし、より意欲的に働ける 向上、工賃向上を目指す。
ような取組を行った。なお B 型での工賃実績は平均 ※なお事業報告、事業計画、決算、予算については CANPAN（日本財団による市民活動
団体情報発信の NPO）
（http://canpan.info/about/）の団体情報に掲載されています。
12,983 円であった。

第二号議案 平成 27 度決算及び平成 28 年度予算 監査報告
平成 27 年度 経常収入(合計 33,815 千円）
経常支出(合計 26,196 千円）
販売売上;
4,663

請負他; 602

その他; 244
水道光熱費,
652

会費; 121

消耗品, 449

宣伝広告費,
その他, 1,136
327
賃借料,
1,592
修繕費,
2,860

車両費, 891

第三号議案

定款一部変更

理事を増員し、理事会そのものの運営力強化を図るた
め、現在定款に定められている理事定数の上限（10 人）
を取り外す定款変更を提案、承認された。

第四号議案

木工材料費
他, 1,900
理事報酬,
300

給与（従業
員）, 5,624

旅費交通費,
395
福利関係,
1,066

千円

給与（職員）,
7,708

通信運搬費,
290

国保給付金;
28,184

単位

外注加工費,
1,000

人事

現在の理事、監事が任期満了のため全員の重任を承認した。

●意見および感想
冒頭でもお伝えしたように今回の総会では皆さんから
の率直な意見がたくさん出されました。
①2 階からの階段が急こう配で狭い。緊急時は危険では。
②工賃に能力差があることは疑問。③会員増員、会員に
関わって頂くための検討必要。④家族の高齢化への対応
も必要では。⑤社会運動としての視点も必要では。等々
貴重なご意見ありがとうございました。今後理事会でも

取り上げ検討していきたいと思います。
またご家族からは従業者の皆さんが笑顔で通えている
ことが何より嬉しい、とのご意見が異口同音聞かれ、職員
としてこれ以上の褒め言葉はないと本当に嬉しく思いま
した。だからこれでいい、ではなく、これは大前提で満た
した上で、工賃向上、皆さんの生活がより豊かになること
を目指し前進したいと思います。

新会員、更新会員ならびにご寄付、ボランティア協力いただいた皆さま
温かいご理解、ご支援心より感謝いたします。
＜新会員・更新会員＞赤星俊一 井坂肇 石岡弘子 石田紀克 磯野博 犬塚繁道 牛田清博 大澤広美 太田喜朗 大野建志 柿内信之
木村一夫 金原講治 小西清貴 小邑弘光 斉藤啓治 佐藤知波 佐藤朗 佐藤鋸工作所 清水善夫 新ケ江成子 新谷和広 菅谷美
浪 杉山素実 鈴木栄一 高橋久子 竹内悦子 田邊凖也 富田浩子 仲田伸輝 中野正也 長部ミナ子 野崎弘二 服部守延 早川
和夫 檜山美津代 福谷佳子 堀井一高 松浦潔 水谷秀雄 水谷康範 南寿樹 森田茂 八木憲一郎 山田ちづ子 吉川美雪 ＜ご
寄付＞斉藤啓治 清水善夫 長部ミナ子 野崎弘二 堀井一高 ＜ボランティア協力＞木村観代 （順不同 敬称略）

今後のイベント予定

○毎月 12 日

甚目寺観音バザー

○毎月第一土曜

南医療生協病院地球の子マルシェ

ぜひおいで下さい！

