
 

開所１年目の試練を乗り越えて～東日本大震災～ 

ＨＰが完成しました！！ 
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職員の紹介 私たちがメンバーをサポートしています 
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 東日本大震災で被害に遭われた皆様

に、心よりお見舞い申し上げます。当法

人もこの震災で多大なる被害を受けるこ

ととなりましたが、多くの皆様に支えら

れ、新たな一歩を踏み出しました。 

 就労支援センター未来工房は平成２２

年４月１日に開所し、農業を中心に活動

して参りました。農園は双葉郡広野町、

いわき市内には好間、神谷作、沼ノ内、

鯨岡に所有し、平成２３年３月中旬には

いわき市小川町にも新たに農園を拡大

する予定でおりました。そんな矢先の大

震災でした。平成２３年３月１１日(金)
14：46、メンバー達は農園での作業を終

え、指導員の運転する車で事業所に向かっておりました。突然の揺れに運転もままならず、周囲の

景色も歪み、車を止めてただ揺れが止まるのを待っている状態でした。やっとのことで事業所に

戻ったものの、揺れ続ける余震にただただ震えておりました。電話も繋がらず、道路も混雑し、メン

バーを送り届けるのにいつもの倍の時間を要しました。それ以降、原発事故により多くのメンバーが

県外へ避難し、復旧のめどが立たない断水も重なり、当事業所は休業を余儀なくされたのです。開

所からもうすぐ１年、１周年記念イベントの準備をしていた矢先の出来事でした。 

 このまま閉所するしかないか・・・、そんな後ろ向きな不安から救ってくれたのは、やはりメンバー達

でした。「いつ再開するの？」「農業が無理なら新しい事業を考えよう！」そんな後押しを受け、前を

向いて再スタートを決意しました。半月以上の休業の後、平成２３年４月１日再開、メンバーも9割

以上が戻ってきました。そして多くの方々のご支援のお陰で６月２日、宅配弁当「未来キッチン」を

オープンさせる事ができました。農業部門も縮小とはなりましたが、広野農園以外は継続して作業

しております。平成２３年１０月現在ではメンバー全員が戻り、新たなメンバーも加わり、全員生き生

きと仕事をしております。私たちはこれからもメンバーを支え、そしてメンバーに支えられながら共に

前を向いてがんばっていこうと思っております。今後とも、温かく見守って下さいますよう、お願い申

し上げます。 

（平成２３年７月１２日：好間農園にて撮影） 

右 ／ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 新田目建

中央／職業指導員(農業) 松崎衛 

左 ／生活支援員     川口幸恵 

 

右から／ 

職業指導員(弁当)  鈴木高文 

職業指導員      吉田由美子 

職業指導員      笠井孝子 

生活支援員      木村恭子 

配達員         江川愛希 

就労支援センター未来工房

のＨＰが完成しました。制作は

当センターメンバーが全て行

いました。ブログ等は定期的

に更新していく予定です。是

非一度お立ち寄り下さい。 
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 ではぶどう、ブルーベリーの果樹栽培の他、バジル、レタス、きゅうり、トマトなどを収穫しました。特にレタスの

販売に力を入れ、年間通して継続的に納品できるよう、マルチを張って温かくしたりビニールハウスを２棟作っ

て栽培しました。しかし、冬にレタスを栽培するのは難しく、思うように成長せずに苦労しました。強風の際にはマルチが全て飛ばさ

れ、ハウスのビニールが剥れたりもし、自然相手の厳しさを痛感した１年でした。一方バジルは豊

作となり、販売に回しきれない分は乾燥させて粉状にし、バジル

茶にして販売しました。香り豊かなバ

ジルティーは好評で、販売会などで

は人気の一品となりました。 

 

は、農地の開拓から始まりまし

た。農耕機で木の根を除去した

後は手作業にて耕し、うねを作

り、作物を定植していきました。

夏には満開のひまわりがメン

バーの作業を見守っていました。 

 神谷作農園では様々な野菜を栽培し、

沼ノ内農園ではジャガイモやカボチャを栽

培しました。 

 雨の日にはハウ

ス内の作業の他

に、所内にて農作業の勉強会を行

いました。また、収穫した野菜の選

別、洗浄、袋詰めなどの納品準備

も行いました。 

 農作業の他にも、屋内作業として

ビーズを使った装飾品、主にストラッ

プの制作を行いました。根気のいる

作業ですが、デザインを考えながら

皆集中して作業していました。 

 では、開所前から準備してビニールハウ

スの設置を行いました。設置完了後はハ

ウス内にて野菜、果物、花の苗をポットで栽培し、各農園へ

定植しました。 

 では、数年前から栽培しているぶどうの

栽培管理を請け負い、定期的に足を運

んで管理を行いまし

た。また、秋にはしい

たけの菌打ち、ブ

ルーベリーの定植を

行いました。 

 農園の一角に畑を

作り、にんにく、たま

ねぎ、白菜、じゃがい

も等も栽培しました。 

  

 

平成２２年４月１日、就労支援センター未来工房

オープン初日、ご家族を交えての開所式を行い

ました。職員あいさつ、メンバー自己紹介、スライ

ドによる作業内容紹介などを行いました。 

 その後、好間の農園に移動し、ぶどう苗木の定

植を行いました。指導員の指導の元、一本一本

丁寧に植樹し、数年後、立派な実を育て、オリジ

ナルのワインを作ろう！！明るい未来に全員生き

生きと作業を行いました。 
（平成２２年４月１日：好間農園） （平成２２年４月１日：事業所） 

（平成２２年８月１日：広野農園） 

(平成２２年１０月８日：好間農園) （平成２２年８月４日：好間農園） （平成２２年１０月８日：好間農園） 

（平成２２年３月３１日：鯨岡農園） 

(平成２２年４月１６日：神谷作農園) 

（平成２２年４月２３日：ハウス） 

(平成２２年７月１４日) 



  

 

 地震による断水、沼ノ内農園の一部陥没、津波で被災した納品先、原発事故で立ち入りを制限さ

れた広野農園、放射能の影響で県外へ避難するメンバー達。矢継ぎ早に訪れる様々な状況に、ス

タッフ一同動揺を隠せず、ただメンバーへ休業を知らせる電話を入れる事しかできませんでした。断

水により、野菜はほぼ全滅、残った野菜や果樹も、放射能汚染の恐れがあることから出荷を制限さ

れ、再開は不可能かと思われました。それでも数日後、唯一微量ながら水が出た好間農園では、

生き残った野菜に理事長と手伝いに来てくれたメンバーとで水をやり続けました。 

 震災から約半年後の９月、理事長が広野農園の様子を見に行ったところ、ぶどうとブルーベリーの

木を全て覆い隠すほどの草が生い茂っていました。そして放射線量は０．46マイクロシーベルトと、い

わき市内の２～３倍の高さでした。ここを元の状態に戻せる日は来るのでしょうか・・・。 

  

 

 メンバー達の後押しを受け、宅配弁当という新たな活路を

見出した未来工房は、４月１日に再オープンすることとなりま

した。メンバーやご家族から、放射能の影響を恐れて屋外で

の作業を控えたいという声もあり、農作業は希望者のみで行

う事とし、他のメンバーは屋内作業となりました。また、宅配弁

当を行うにあたって、事業所から車で５分足らずの所に店舗

を借り、厨房設備一式を設置。内装工事や水道、電気工事

などを急ピッチで行いました。この際、多くの方々からご支援

を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。店舗の準備を進

めると同時に、商品となる弁当は試行錯誤を重ね、また、協

力企業のご指導の元、原発関係の弁当作りを手伝いながら

メンバーも着々と準備を進めました。 

  

 

 多くの方々に支えられ、６月２日

ついに、ランチタイムの宅配弁当

「未来キッチン」がオープンしまし

た。弁当のメニューはランチの日替

わり弁当１個４５０円で、温かい家

庭の味をモットーに幸せなランチタ

イムを提供したいと思っております。宅配だけではなく、店頭

販売も行っており、惣菜や飲み物、ビーズアクセ、野菜、お茶

なども販売しています。また、

ジャムやピクルスなどの加工

品の製造販売も実施してい

ます。 

  

   

 未来キッチンオープンを記念し、

メンバーのご家族様を対象にした

試食会を実施しました。メンバー、

ご家族、職員合わせて４０名程ご

参加頂きました。 

 午前中は未来キッチンの見学と、

メンバーが盛付した弁当の試食会

を行いました。午後は好間農園に

行き、震災後の私たちの活動を見

学して頂きました。 

 未来工房で

はオープンから現在までに４回レクリエー

ションを行いました。今後も定期的に実施

し、メンバー同士のコミュニケーションを

図っていきたいと考えております。 
(平成２２年７月１６日：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会) 

(平成２２年１１月１９日：ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ) (平成２２年１２月１７日：ｸﾘｽﾏｽ会) (平成２３年８月５日：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会) 

弁当注文表 
◆ご希望の個数を日付の欄に記入し、 

 下記までＦＡＸにてご注文をお願い 
 致します。 

◆ご注文･ご予約は前日の１７：００ 

 までにお願いします。 
 (変更は当日朝９：００まで)。 

◆電話･メールでのご注文もお受け致 

 します。 
 

 ＴＥＬ：０５０－５５６１－１４３３   
ＦＡＸ：０２４６－３５－００１６ 

ＭＡＩＬ：miraikitchen@tcc-gr.com 

日 月 火 水 木 金 土 

  
 

 

 
 

にんじんジャム 
100ｇ300円 
150ｇ400円 

1 (   個) 
白身魚フライ 

 タルタルソース 
豆腐入つくね照焼 

ほうれん草の 

 お浸し 

2 (   個) 
豚肉と長いもの 

 青ジソみそ炒め 
イカカツ 

ｽﾊ゚ ﾆｯｼｭｵﾑﾚﾂ 

  

3  4 (   個) 
鮭ときのこ 

 昆布蒸し 
野菜コロッケ 

豆苗の油炒め 

5 

6 7 (   個) 
ﾗｲﾄｸﾘｽﾋ゚ ﾁーｷﾝ 
塩ホッケ 

かぼちゃそぼろ煮 

8 (   個) 
サバ竜田揚 
豚肉しょうが焼 

ジャーマンポテト 
 バジル風味 

9 (   個) 
鶏肉とピーマンの 
 塩チンジャオ 

アジフライ 
しその実入り 

 旨みそきのこ 

10(   個) 
マグロ竜田揚 
シューマイ 

筑前煮 

11(   個) 
豚肉ｵｲｽﾀ ｿー ｽー炒め 
さわら西京焼 

うの花 

12 

13 14(   個) 
ポークソテー 
 きのこソース 

イカのかき揚 

大学いも 

15(   個) 
カレイの唐揚 
 中華風野菜あん 

つくね照焼バーグ 

冬瓜とがんも煮物 

16(   個) 
ぶり大根 
グリルチキン 

 レモン風味 

いんげんの 

 ピーナツ和え 

17(   個) 
鶏肉のじゃが芋 
 衣揚げ 

ｴﾋ ｲ゙ｶﾁﾘｿ ｽー 

中華サラダ 

18(   個) 
塩鮭 
おからﾒﾝﾁｺﾛｯｹ 

油揚げと青菜の 

 煮浸し 

19 

20 21(   個) 
煮込みハンバーグ 

エビカツ 

ポテトサラダ 

22(   個) 
鮭のムニエル 

 バジルソース 

豚肉みそだれ炒め 
さつま芋のかき揚 

23 24(   個) 
とり竜田揚げ 

ブリ西京焼 

切昆布煮物 
 

25(   個) 
サーモンフライ 

 ゴマソースかけ 

ｶﾚｰ風味肉じゃが 
もやしのナムル 

26 

27 
     

28(   個) 
サバ塩焼 
とりチリソース 

ベーコンポテト 

29(   個) 
ヒレカツ 
里芋の肉みそ煮 

きのこのﾍ ﾍ゚ ﾛ゚ﾝ 

 ﾁ ﾉー風炒め 

30(   個) 
エビと野菜の 
 中華風炒め 

高野豆腐 

 肉はさみ煮 
きんとん 

 

 

 

 

 

ぶどうジャム 
100ｇ300円  

 

 

 

 
 

かぼちゃジャム 
100ｇ300円 

 

お客様名：         ご担当者： 

連絡先TEL： 

ご住所： 

※食材仕入れの都合により内容が変わる場合がございます。 未来キッチン 
 福島県いわき市平倉前108-9 

        倉前ｸﾘｰﾝﾋﾞﾙ3 
 特定非営利活動法人みどりの杜福祉会  

          就労支援センター未来工房 

 〒970-8025福島県いわき市平南白土2-1-5 

   TEL:０５０－５５６１－１４３３ 

   FAX:０２４６－３５－００１６ 

   MAIL:m iraikitchen@tcc-gr.com 

ランチタイムの 

日替わり弁当 

１個４５０円 
（ご飯大盛りｻｰﾋﾞｽ・味噌汁付） 

●未来キッチン店頭では日替わ

り弁当の他、ニンジンジャム、ぶ

どうジャム、かぼちゃジャム、新

鮮野菜、ビーズアクセサリー等

を販売しております。お気軽に

お立ち寄り下さいませ。 

 
心温まる家庭の味をお届けします 

INFORMATION 

2011年11月 

mailto:miraikitchen@tcc-gr.com
mailto:miraikitchen@tcc-gr.com


未来キッチン商品一覧未来キッチン商品一覧未来キッチン商品一覧   
未来キッチンでは現在、以下の商品を販売しております。購入先は未来キッチン店頭か、電話・ＦＡＸ・メールでも受付致し

ます。なお、郵送となる場合、5,000円以上は送料無料とさせていただきます。（表示価格は全て税込となります） 

発行元：特定非営利活動法人みどりの杜福祉会 

             就労支援センター未来工房 

         福島県いわき市平南白土２－１－５ 

      TEL:050-5561-1433   
      FAX:0246-35-0016 
      MAIL:midorinomori.f@tcc-gr.com 
      URL:http://midorinomori-f.com/miraikobo/ 

  宅配弁当未来キッチン 

      福島県いわき市平倉前１０８－９ 

                 倉前クリーンビル３ 

      TEL,FAX：同上 

      MAIL:miraikitchen@tcc-gr.com 
    営業日：月～金曜日（祝・祭日を除く） 

賛助会員募集のお願い ご協力、ご支援よろしくお願い致します。 

当法人の活動に賛同し、資金

面で運営を支えて下さる賛助

会員を募集致します。 

 入会金   ２，０００円    

 年会費１口２，０００円 

 

（お振込先） 

    ゆうちょ銀行             （平成２３年９月１７日アクアマリンふくしまにて撮影） 

         口座名  特定非営利活動法人みどりの杜福祉会 

     口座番号 ０２２８０－２－７３２２０ 

                        当法人は、認定ＮＰＯ法人を目指しております。 

編集後記 ： 悠久なる地球の歴史の中では、2011年3月11日の東日本大震災などほんの一瞬の出来事にすぎないかもしれないが、

その傷跡は、あまりにも深く、あまりにも鋭く、私たちの心に残っています。地震、津波、原発事故による放射能汚染、風評被害、更なる

余震。大変な苦労の中、我々はいま、この困難と対峙し克服しなければなりません。一日も早い復興が実現できますよう、心より願い

祈っています。                                                          （記：理事長 今野隆） 

 

手作りにんじんジャム 
未来工房手作りのにんじんジャムです。パンやヨーグルトのお供に是非一度ご賞味

下さい。 

 100ｇ1個300円(会員様価格270円) 
 150ｇ1個400円(会員様価格360円) 

手作りぶどうジャム 
甘みが強く、ブドウ酒によく使われる品種、マスカットベリーＡを使った未来工房

オリジナルのぶどうジャムです。 

 100ｇ1個300円(会員様価格270円) 

 

 

バジル茶 
香り豊かなバジルの葉を乾燥させて作ったバジル茶です。 

 30ｇ1袋300円(会員様価格270円) 
料理用バジル 
 10ｇ1袋100円(会員様価格90円) 

手作りかぼちゃジャム 
かぼちゃ本来の甘みを生かした、まるでスイーツのようなジャムです。パン、ヨー

グルト、クラッカー等に添えてご賞味下さい。 

 100ｇ1個300円(会員様価格270円) 
 

 

手作りビーズストラップ   メンバー手作りです 

スター 1個500円(会員様価格450円) 
七連  1個600円(会員様価格540円) 
三連  1個400円(会員様価格360円) 
うさぎ 1個300円(会員様価格270円) 

mailto:midorinomori.f@tcc-gr.com
http://midorinomori-f.com/miraikobo/
mailto:miraikitchen@tcc-gr.com

