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クッキープロジェクト	 ２０１５年度事業報告書 
 

１．2015 年度のまとめと課題	 

	 2015 年度はこれまでの 8 年間を振り返り、あらためて「地域とつながる」というテ

ーマを設定し活動を展開ました。また、役員体制・事務局体制を強化したことで、機動

力が高まりました。これまで支えていただいた責任パートナーの出資につきましては、

一定の資金が貯まったため、返金することができました。 

	 デコッパ卓球大会では、「障害者と健常者のまぜこぜ」のため、ラリー制の新ルール

に改訂したり、大宮武道館のロビーを利用した「デコッパ（デコレーションしたスリッ

パ）」作品の展示会を同時開催するなど、これまでにない拡がりとなりました。 

	 毎年恒例の講座では、旅行部で見学した先進事例である「西圓寺」による地域の交流

スペースとしての福祉作業所のあり方にヒントを得て、「地域とつながるイベント企画」

を実践的に学ぶ講座を開催することができました。実際に講座の学びを「ミニバザール」

という形で、参加作業所が実践し、地域との交流が深まったとの成果報告がありました。 

	 クッキーバザールでは、今年は平日 2 日間という開催となりましたが、「お客様との

おしゃべりを楽しむ」とのコンセプトで、休憩所「どうぞのテーブル」、またちんどん

屋による PRタイムなど、新たな取り組みも生まれました。 

	 役員の新体制で動き出し、次年度以降、信頼度を増すとともに、常設店設置の目標に

向けての NPO法人化の準備を進めることができました（4月 1日に NPO法人設立総会

開催）。 

	 2016年度は、任意団体としての活動経験を NPO法人に承継し、いろんな人がまぜこ

ぜになって参加できる活動を展開してまいります。引き続きご支援よろしくお願いいた

します。 

 

２．運営の報告	 

（１）役員会	 7月 11日	 10時〜12時 

	 	 	 	 	 	 	 8月 6日	 	 19時〜21時 

	 	 	 	 	 	 	 9月 3日（総会）19時〜21時 

	 	 	 	 	 	 	 2月 7日	 16時〜18時 

	 	 	 	 	 	 	 3月 3日	 19時〜21時 

（２）会員： 

正会員	 	 110,000円 

賛助会員（サポーター）	 個人 19人	 43,000円	 	 法人 4団体	 80,000円 

（３）寄附（物品含む） 
	 	 	 	 一社）埼玉県労働者福祉協議会／ミスド券 
	 	 	 	 パレスホテル大宮／クッキーバザールスタッフ弁当提供・売り場支援 
	 	 	 	 富士ゼロックス埼玉端数倶楽部／クッキーバザールチラシ印刷協力 
	 	 	 	 浦和コルソ／バザール売り場提供（利用料減免） 
	 	 	 	 個人寄附 
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３．事業報告	 

（１）講座	 

	 	 	 	 A)私たちだからできる PR 塾「販売企画編」	 	 

今年は、『地域とつながるイベント企画』をテーマに、各地の福祉作業所で「ミ

ニバザール」を開催することを前提に、みんなで企画をたてる実践型の講座

を開きました。 

内容	 
参加	 

人数	 
成果：	 

【第１回】販売企画の基本	 
日時：12 月 10 日（木）18:30〜20:30	 

場所：浦和コミセン 13 集会室	 

講師：プレトーク「地域で共に？実践者の本音」	 

	 作業所職員	 ほっとラウンジ	 竹内高子さん	 

	 	 	 	 〃	 大宮太陽の家	 佐々木大さん	 他	 

スタータースタディ「PR 基本の『き』」	 

【講師】吉田知津子さん（広告プランナー、NPO 法人ハンズ

オン！埼玉	 副代表理事）	 

47 人	 ６ドン＋somo	 -	 

somo	 を踏まえ、み	 

んなで話せばどん

な思いも伝わる」

と講師に背中を押

される。	 

【第 2 回】廃寺がまちのオアシスに！西圓

寺発、地域のつなぎ技に学ぶ	 
日時：１月 14 日（木）18:30～20:30	 

場所：浦和コミセン 13 集会室	 

講師：社福）佛子園	 三草二木西圓寺	 施設長	 安倍

真紀さん	 

69 人	 まちのみんなに	 

愛される居場所	 

づくりの極意を	 

拝聴した。	 

【第 3 回】みんなで企画をた

ててみよう！	 
日時：1月 22 日（金）18:30〜20:30

場所：市民会館うらわ	 101	 

【講師】吉田知津子さん（広告プラ

ンナー、NPO 法人ハンズオン！埼玉	 

副代表理事）	 

40 人	 実際に企画を立て

てみるワークショ

ップで、様々なア

イデアが出た。	 

【オリエン】スタッフ打合せ会

＆クッキー試食会	 
日時：2月 22 日（木）15:00〜17:00	 

場所：さいたま市市民活動サポートセ

ンター	 南ラウンジ	 

内容：スタッフマニュアル解説、回転試食タイム、担当打合せ	 

27 人	 埼玉大学の学生を

ボランティアに迎

え、役割分担と、

おすすめ商品を共

有できた。	 

	 【ふりかえり】もぐもぐ報告会	 
日時：4月 20 日（木）18:30〜20:30	 

場所：さいたま市民会館うらわ	 

内容：ふりかえりアルパカコント、	 

	 	 	 ミニバザールやってみたパか！報告	 ほっとラウンジ	 

	 	 	 トラジャンケンゲーム	 

41 人	 新企画「ミニバザ

ール」のほっとラ

ウンジの報告で、

成果を共有できた	 

    

	 	 B)	 食品表示法セミナー	 

４月１日の食品表示法施行を受けて、一社）埼玉セルプ協議会との共催で、

アレルギー表示、原材料名表示のルール、加工食品の栄養表示を学ぶセミナ

ーを実施しました。 
日時：5月 8 日	 13:00〜17:00	 

場所：埼玉県障害者交流センター	 

講師：（株）消費経済研究所・高田かおり先生	 
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（２）クッキーバザール 2016	 

講座の成果発表として、今年で 8 回目となる

販売会「クッキーバザール」を開催しました。 

日時：2016年 3月 9・10日 

場所：浦和コルソ１階 コルソ通り 

来客数：1072人 

売上：108万円 

ボランティアスタッフ：2日間のべ 95 人 

ディスプレイデザイン：谷居早智世 

コーヒー試飲タイム：ちひろ珈琲 

チラシデザイン：安藤順 

 

 

 

【ミニバザール開催】 

3月 5日	 大宮太陽の家（さいたま新都心） 

 3月 17日	 晴れ晴れ（川口市） 

 3月 24〜30日	 ほっとラウンジ（北浦和＊26・27日休み）	  

 3月 25日	 お菓子工房 COCO（さいたま新都心） 

  

（３）デコッパ卓球選手権	 

	 障がい者と健常者のスポーツ交流を目的に、デコレーションしたスリッパをラ

ケットにした「デコッパ卓球選手権」を開催しました。フェルトやシールなど、

お気に入りのデコレーションで飾ったスリッパを握りしめ、30 チームが卓球の

腕を競い合いました。ラリー制という新たなルールの導入により、より障がいの

ある人、ない人が一緒に楽しめる大会となりました。浦和の町工場「チーム氷川

工作所が、競技・アート・総合の３部門優勝しました。 

	 また、常総市での水害をうけて、当日受付にて緊急募金を実施しました。アフ

ターヌーンショーでは、恒例のフラダンスから、今年はあらたに「ズンバ」とい

うラテンのダンスを取り入れて、みんなで楽しみました。 

【参加作業所】 
	 吉川フレンドパーク（吉川市） 
	 幸手学園（幸手市） 
	 晴れ晴れ（川口市） 
	 しびらき（桜区） 
	 ほっとラウンジ（浦和区） 
	 ちひろコーヒー（見沼区） 
	 大宮太陽の家（大宮区） 
	 お菓子工房 CoCo（大宮区） 
	 山ばと作業所（本庄市） 
	 あゆみ作業所（深谷市） 
	 こすもす作業所（坂戸市） 
	 シンフォニー（新座市） 
	 よるべ（滑川町） 
 
【クッキーバザール 2016 協賛企業】 
	 株式会社タムロン 
	 中央ろうきん さいたま支店 
	 毎日興業株式会社 
	 株式会社ラダースポーツ 
	 有限会社あかつき建設 
	 ウェルビー株式会社 
	 ファインモータースクール 
	 株式会社 OKUTA 
	 コワーキングスペース office 7F 
	 埼玉県生活協同組合連合会 
	 株式会社世田谷社 
	 合同会社橘 
	 デンダ歯科クリニック 
	 はあとねっと輪っふる 
	 パッケージプラザ大宮店 
	 パルシステム埼玉 
	 パレスホテル大宮 
	 ペットハート便 
	 株式会社森島工務店 
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	 また、11 月 3 日には、スリッパ発祥の地・南河原商工会議所まつりにて、デ

コッパ作品展を開催しました。 

 

	 日程：10月 12日（月・祝）体育の日 

	 場所：大宮武道館（さいたま市見沼区） 

	 参加者：１１０人	  

 

（４）クッキー販売部	 

昨年度より力を入れてきた置きクッキーとイベン

ト販売ですが、今年も継続したものの、常設ではな

い形では、仕入れも納品もタイミング良くできず運

営面では課題が残る年となりました。 

 
  

（５）新聞部	 

2015年 10月 12日	 デコッパ新聞「埼デコ」 
2015年 12月 10日	 3号 
2016年 3月 31日	 バザールご愛顧・応援・大感謝
号 

	 	 	  

	 	 	 ブログ更新：バザール出品団体＆協賛企業を紹介。 

 

 

 

 

 

 

●クッキーメイト加盟団体 
しびらき（さいたま市桜区） 
ほっとラウンジ（さいたま市浦和区） 
大宮太陽の家（さいたま市大宮区） 
お菓子工房 COCO（さいたま市大宮区） 
第３川越いもの子作業所（川越市） 
よるべ（滑川町） 
 
●設置スポット 
コワーキングオフィス 7F 
大宮武道館 
毎日興業オフィス 
埼玉大学生協売店 
さいたま市中央図書館スタッフルーム 
てらこやラボ 
ラダースポーツ北与野店（新規） 
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（６）専門家派遣	 

こすもす作業所「こすもす農園シリーズ」商品開発支援事業：ワークショップ形

式で、作業所スタッフとブランディングのプロセスを共有し、商品開発のノウハ

ウのイロハを学ぶとともに、新ラベルを生み出す。（全 6回） 

第 1回 7 月 29 日（火）
16:30〜20:00  

目標確認、売れる仕組みのスタータースタデ

ィ、既存商品の特性分析、課題の洗い出し  
吉 田 、 谷

居、若尾 

第 2回 8月 4日（火）16:30
〜19:30  

こすもすのコンセプト作り、ライバル店の分

析、ターゲット分析、 
吉 田 、 谷

居、若尾 

第 3回 8 月 25 日（火）
16:30〜19:30  

コンセプト整理・確認、販促ツールの検討、販

売ロールプレイで課題洗い出し  
吉 田 、 谷

居、若尾 

第 4回 9月 23日（水・祝）
15:00〜18:00  

ラベルリニューアルの商品検討、販促ツールの

作成、これまでの課題解決の進捗確認 
吉 田 、 谷

居、若尾 

第 5回 10月 27日（火）
14:00〜16:00  

メンバーさんとお絵かきワークショップ 谷居、若尾 

第 6回 11月 23日（月・
祝）15:00〜17:30  

ラベルデザインの調整 谷居、若尾 

 11月〜翌 2月 ラベルデザイン調整、2月校了・納品 吉 田 、 谷

居、若尾 

 

（７）部活動その他	 

	 	 	 のら部：5月〜翌年 1月	 水のフォルム委託「用水路の草刈り」実施。 

	 	 	 旅行部：11月北陸ぽくぽくツアー実施（佛子園	 西圓寺見学） 


