
縛戸スウィーγーコ:."jーンアム (KoI調 5 _匂co<喝U箇.m:KSC)a.~防軍子作りを過して

チャレJジド{陣奮のある人}の鉱労."・を行うことを目的に 20""事6月に11'園"行われ . 

年開値されτきた.降毎12月に11'クールが鍵7".この6月から11'クールに入る.昨年1"
目窓大.災の復興に陶It、仙台会唱と療費覧会舗でネヲトワークによる遁鳳実銀副置で冒同開笹を

贋聞.さらに.KSCの主値周g・・I:KSC・17金のチャレンンドたちが働<rll"t(lろ学諸J(縛

事川県繍須賀市}を見学し.KSCの萄いた・"しっかり績づいていることに自備を漂めている.

そこで.KSCプロジェクトS年畠の"""と8毎回に向付た..傘、 K5C主催書、繍膏ザポタ

とあす傘ろ挙参事の欄傷者に・まっτいただいた.

チャレンジドたちの成長と自信
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三浦麻矢 村上畳喜夫
金士会得祉法人'UO)会 役会福祉a人心の会

あすなろ学苑。苑長 あすなろ掌苑主任

KSC袋詰LSえと確信
6回目からのチャレンジ属望 成…りや吋射し叫叩

に終わるように進めてくださる先生方をはじ

め遭具の場備や2付置など作業しゃれ、環

で "t~ ト慢として参加してp;る積闘は"'" 演を照怠してくださった目滑製紛の方々!こは

締声スウィーツ療しいり で学んだことを持ち帰って他の.買や殉生 大変感樹しています.相こあり.'たかったの

竃めSれて自慣を柑Itる に教えるごとができるのです.そういった愈昧 降、受総生がうまくできなh嶋面でも先生方

ヤレンジド でι受S隠した成果砿非常に大きいと実感し ゃ目清製"の方々は 『大丈失だよJと声を劫

ています. けて フォローしながら後めてくださることで

.泌すなろ学宛三洞住吉さん (1クール ・m踊 八木 チャレンジドたちと 絡に眠 す..められたことで意欲がわき意欲がわ

受梅ダウン症/女性) 釦図さん(lクール 員の方が勉強し施限l戻ってからお菓子作 〈ことで好きになって次につながる好循環

受a白閑益V男性L 1)喝さん@クーA受 りをするとL汚のは去さに弘がイメークして が生まれるんです.

..自開度/男性}の3名が省加しても惜し も、たことです. 苑で"，ルや焼き菓子ヂザートなどを作っ

たチャレンンド縛嘗省}を対.としたヌウ ・.す怠ろ学苑三浦 d喝さんが3タル目 引、て鶴習会でムスの作り方を八木先生

ィ ツの"衛隊暫会fまなかなかな〈て通傭 に入る鉛12相こ福祉法のi!<iEがあヲて補助 に相醸したとこo，改普点怠どを快〈指噂して

ほ.員がプロ¢先生に習うて それをわbり 金治目減りしたた似こ彼の費用の傘lli'鍵しく いただきました.1皆制デでムースを安定して作

やす〈苑生に敬えてL噂す.ですから "，C なりましたそれで也彼'H行者旬、KSCで れるよ引こ傘りました.

のことを知った時口まチャンスだと思って小 習って奨妹い、お葉子を作り加、n自主参 ・ーー

島さ制、戸を制すました当時の晦さんは 加しています.発生である住吉さんと武図さん 量 チャレンジド一人ひとりの

蜘棚相暗賓 と 怠 っ て 醐としての は郊の酬酬で学んでもらいました I事胞を理揮した扱え方

役割を果たぜるようになったところで、スキル 将来ほ小さなお縫子屋を開きたも、と"う夢 ・・・，

アップをさせたいと思っていたのです.客加 を持っている住省さん Eダウン復で心般に .プロップステショμ 竹中 二+歎与

を黛務扱いにし安積府や交通貨休日出動 大きな痛を抱えています.体があま句丈夫で 聞1CTの鶴習会をやってきτ曾えることは

手当金苑が負倒して派遣しました. はないので5-6時間立ってL、ること倉孝〈 プロや一流の人に習ってはじめてプロへの道

"島さんはフルタイムで慣いており 土目 録習中も..らぜてもらった旬聴員がマッサ を多んでL刈するということです.プ町三枚術

は好きな電車を見に行きたくて気乗りしてい ジしたりすることも必りました.昨年の仙台で だけで三な〈 仕事全体を見渡す感覚，~え

なL、ょうでしたがI(~L Z固と多加するうち の修了式で、ご両製が 「体が弱かったので無 て〈れ隠るからです.KSCは日清製暢却、う

に「神戸スウィーツ棄しいリとなりました.何 理をさぜないようにしてきたことが本人にと d変動のプロと 日本のパテインエの第一人

が楽c"の均金聞〈と先生方に褒められる って体験不足となった.この体搬を過して補 者である八木さんが本然でタフグを組んでく

のがうれし白、ょうで、彼"八木先生のファン 尚箇治円強〈なったJとヨ臨んでいらっしゃったの れています.チャレ〆ンドは 波のプロから

ですe契9. tllWl.的でした. 学ぶことでステップアップするとL、ぅ・健が

プロが敏えあ他η..習舎は専門悶蹟や尊 ・4障すなろ掌苑村上 サボト役として 弘1:11~るんですさっき三捕さんから小島

F動制司法製法が釦切ですが KSCはレ 昨年1年間容加したんですが大変やりやす さんが自慨を切ってでも習t、如、という僚が

ンピ也大変わ治りやすく 応用しやすt‘'..の い受鵬環場でした.わかりやすいレシピの作 あったけどこれUもうプロ魂ですよ.
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T仙・llashiFuj削 T‘.T，ωshiy・
高橋勝英 111子敏也
線式会結目鴻.".グループ本社曾察本節

総務本館広... M-・...錫轟
フラワー手づ〈り位_-a，.

.伎を見極めて費慢しんで佼・.してもらうよ

うプログラムを組んでいます.白隠を立てるとき

払いきなり高t‘回復傘立てるので俗念〈準

年ぐらも切熔司でゆし頑様相ま達成できるもの

を股定しれ嘩す.自分たちの作っ剖.....喋

れるま相、ろL喝な賃金受賞するとも巧経厳

金銅り返す功で事んで取り組めていると患じ

ています.指示会待っτいるのではなく白分

の位司院を理解して跡、ホ渇却、判断般返

仮減長ぷりで色ゐります.

..圃八本 KSCで叡歯学んだからと‘句

てプロのパテ4シエに傘れるわ"では.，.り

で畿財てt、〈た剛:!1組員に.学んでもらう

ことが大・です'.:t"tI者金支得するのb丸本

当の郎本での支穫だと考えてL、ます.

-あすなろ学菟三浦 KSCI1j!j本的に， -舗に."ふとも吟の格段い方法だと思L唯す.

人の受a'ltl端綱1人が付きます.これ1111 I但Cを宣える日清担割や

".ンツマン対応で非常に乎跡、支摘だ "'ャレンジドが主倫明に・く盗 圃l1J宣鎌.茸鍾奮のホンモノの績

と跡、草す..習"始めにやり方金実検し tそ由自主性を育む 』 ー

て見ぜて〈れ§のですがこの時その銀子 L.l51'~ろ学殖に置く ・U: 訓̂示 甥舗が原信って"えられるの

均モエターにも映し出されるのでそニエタで 色目精製'ーさん均支えがるる念らで、チャレン

也手究e・11することができます.闘で見て .脇島八本 チャレンジドたちが嘆療にどん ジドたちの・聞きを上手に支えて〈れるサポート

.隠するζe1'とて也大司匹でこれから自分 α・き.して‘渇のかるす&ろ学術.見学し カはすごいと思います.

が~るぺ.ことがイメージで嘗て~，~すい てきたそうです前‘論.'でした油、 ・a珊・鹿島国子 寮積周の小麦・.販売

のです.それから実際に作るのですが噂元 ・プロップステーシヨ〆竹'" .，，，渥・・ するやでプロそシ国ンとしτプロt対aとし

金切ヲて~?てくれるので、受傷者怯とれ命 者じ..'喝すど、三漏さんを児ていると"・e 企齢習会e開いて白、ますが通術の鶴習舎は

らやるぺさ"..忘れないし混乱しないで ・Hじます.弘の渇合孟席瞥見mおうかるとも吟 観"がー方的6敏えることが多〈袋伎を伸

すみます. つな治るストーリがあるけど三輔さMコ志そう った鴎習会ほaちまりありません、テクユ.ルス

・.，・八木 副舗のA還に"彼術カはも も吟絢留治郎、んやから弘らと温じる也のがあ タッフの・きに関してk率、社外の方から高い

ちろんですが、 人柄も宥!lして， KSC，"埋解 るとしたら、隊轡."った人たち"例か伸びる. "・.いただ〈まで気が付きまぜんでした

して〈れぞう傘入に戸舎かけています.現在、 の.必ず拘っていて伸びたときに周りがー紺 (鵠突入特にテクニカルセンターの側所畏

6名の方に引き受"ていただいていeす均九 に事んで訓ずること地にその入金成畏させると‘、 はチャレンジドとコミュニケ シ.ンe取り.

'さんにお齢、し布、ることが2つ.ります. うことを.<<<治もオ刻、てE喝以吟ことです. がら、需に先回りしながらうt<支えて"て鴛

ひとつ俗、初闘でUチャレンジドたち一人 ・目淘闘"図予弘ほメーカーの人間&の き息した.関によれば銚衝贋の目.で鶴飼

ひとりの'"障の仕方ゃ・作.きちんと宛て、 でまず使っτいる舗を~τ、1::I:!:;Oレyグ の伎を見ているそうで、 a合~"料の組み合

その人の今の理解...測ってほしB池‘、うこ -t見ました.どちらる舞祉の也のaさったので むせ方傘ど書考ニしているようです.それと.

と.それをつ泡噌ことでIU方色わヵる治らで 安心しました{笑1.1911KSCで使って“る 白性の11曹舎はパンが多いので一歳パティ

す. ~陽宥敵".. ・6の目が騎〈人敏伯、うこ .の..って KSCで習うたこと.生かして シエの樽葉子.学ぶチ"スで色.η曾す.

とで8名としています.二つ目は fだめ』と 商品化されているんだと実喝しました.飯傭 人でも多〈の役員にKSCUI:で感じて6ら
いうζと.絶対"宵わ郎、ことです.しっかりしてL、ますが鍵も喰剛志チキレン "たいので、審加できる織舎をつ〈っても噌

..・サボタ 高橋私まー鰻の方. "ドの舗きぶりや作家の流仇でプロ吻作震 たも、と考えて"ます.

対.に小麦籾.使ったパンやケーキピザ 織と温色.りませんでした ・m冒ザポーター高・弘も八木失迭に歓

中...ん&どを敬える路顎鵬習会で筒簡をし .目鴻1t&:iI. さまざまな工担0)'1'で白 われるのが鎗"で多加したー人?れぞれと、

ていますが KSCは受a生にわa句やす〈伝 分の飽力.，電源して作寮をしているチャレン 陣・.持った方6どうも3う"え方をするのか

えることの制釦こな悼す.KSCのテキスト11 ，ドたちの劃こ純粋I:IM砲しました.チ令レン ..泊したa・ったことです.

とて色わかηeす<.かれているので-.49: ，，，たちの健カ@引き幽すことが社会..  に .プロップステーンヨン物中 日清製"の

の方に也過して".す. つ4訟がって白、るんだ とL‘う櫨留を見ぜて" 社員，~会社.ø.して"るん~と・じます.

弘が"えて“る・習会『退陣・t.切持ちの ただき.した. すべてをオ-7':'-1こして本震そのままの>JJi'母
方が~.され志す. 1函だけのゐ付き合いa ・必ず.ろ孝菟村上 チ令レンジドそれぞれ 拐して〈れ..その輔附2他省会喝どな。た測

のでその~に泊した対応をする剛志.し〈 に縛怠なことがあaηで作寮の潰れZ沖で得 連会祉の東北石川食斜線式会社に..ラて

付き臨明属慢のサ~ 同省大切です.そう 怠傘ことが生かぜるようにして，.ます.ただ、 日糟製働グ見戸プの溜3向上にKSCは.. ぜて

いうた怠腺で6 ・・買のフ与がチぞレンジドと 得窓生ことだけ.していても"llでき釦切で もらうているん?す.目清.sさんの社会的信
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ネットワク遠隔実績調曹 筒カ企'の優れた材調を.1iJ1:・ -

.蜘聞は2吋加らマイク...U."ト唱え Jそれぞれ崎即日 附~-"-I::叩叩恥叫
一四札 口一川市札山間山-J..IIIII;:Jldlllt/ll....:t .，叩臥酔できる

慨が"‘鳩台、スウ4一日ツに欠かぜ足以ゅ・・~ ，喝なセミナ岳欄値されてa、て学ぶ.会が多 温句合わせで、寧還に..務奮のプロードパ

隊傘どのtJ"tいろ‘吟傘企.. さん.'臨"して いんです.社創こ聞、ている企ヨ震という印.. ンド権道モデル事衆にlt周されて 1隼間械

〈れて KSCI孟まがニドリームチームです. 縛っています. 材~"備を園の予"でできるごとに傘ったん

.欄陽 八木 目珊製暢さんとは4民社だけで .ーー です.もっとすごいの"この1年間の経験

制企図の事実情とお付き合いしてL峨す 栂 年目も仙台と束事官 U Iニ2年白から固の支鐸主しで判溢げた

が怠"の疎通が行き渡っていてどこへ行 静 ャレンジンタに開催 ことです.

って.同じ鉱ができるん守す.これ健司...ら ...・八木 遠隔実習をパティシエとして

ぃ、ことで風通し.'弘、"会社なんだとわか .プ"，プ ステーンヨン竹市 3クル目か 行ったの砿初めてだったので編"でした.パ

り志す. らネットヲ ク枝衡による週削.システム.使。 ヂ4シエの趨習会怯a献金河ニ集中する附句があ

・.すSろ写徳三遁脂"・・員の俊"'~ て.れた会喝と窃習.共有して白峰す.こ ります.今後・舎と地方の幡...滑や樽

パ"'1>I<IJ鹿子づ〈りの伎衡を学ぷ泊す明"'< れ11=+彼等ICTをやってきたプロヲプの 新子実界のレペルアヲプにICTの橘附"・8

宛"-の鍾務院自立を侵すために樹高管理恒渇Il DNAです.と山、え 実現するに1，"，.が、 対必要に怠ると思白、ます..(tet.そのひとつです.日精製5i!!M11吟 るし鎗衡釦喝相?ですが、これが不思・e ・プロップ ステーンョン竹中 U瓜-(.ユ

2。射程WM能。1" 6-2013 

ース》リ-.，で色岡崎1:12値してますし自信

留の鎌予をチャットで伝えてい事す.金属.に

乗れJ郎、チャレ〆ンド色学ぶチ+ン>が鱒られ

ます.今年もやろうと考えてます.

東日本大震災の海波で被災した仙台の東

北石川会斜さんを会掲にK5Cの鶴習会を側

ーました.それ" 弘a身が仮附鴨路大鍵~
で償~したとき 3立ち直る気持ち@慣じて.. 

..していただいことが大きな凪みに傘?，と鍾

... 鳴ったので KSCで後史劇.. 支鰻し加、

と勾えたゐらです.被災員色のチャレンジFたち

に色ー誌のパテ{:;.-エと出会ラて‘俊民地か

ら後味しもBるのを全国に，通信してtましいとい

う気鈎ちで開催会決めたんですがチゃレJ

ジドたち依われわれの思いにこたえて〈れた

と修了式を見て窓いました.

.暢闘 八木 闘定観念にとらわれず絶

えず析しも、ことを取り入れてL、きたL、.例え

ば慣習盆喝を変えたり銅舗を柵やしdとり

蝿調車掌般の生徒さんに@加してもらったり

・殿でチキレyンVと娘れ合う鰻舎が傘“方

.・き込"ことで、将来に役立ててほし‘吻

です. 

. プロップ ステンヨ〆 竹中 こうして6写

白金迎えられることを謹賀聞く1!hて丸、ます.と

R御前二 6年白色チャレンγングにも噌事す泊、ふ

智さんどうぞよろしくお臨時、たし甘. 四

神戸スウィーツコンソーシアム 附 p://www.kobesweets.org/ 


