
働きたい意欲のある人、応援させてください。 
作業能力の向上・生活習慣の改善・接遇マナーなど 
社会生活ができるようサポートします。 

  ♧♧♧見学も大歓迎です♧♧♧ 

利用者募集中 

KITCHEN 
SUNRISE 

さんらいず 

社会福祉法人 あかつき会 

     さんらいず小芝は、レストラン「キッチンさんらいず」 
    を運営する就労継続支援Ｂ型事業所です。 
   レストランは、静かな住宅街にあって、とてもお洒落な 
 建物の中にあり、ランチ・お弁当の提供や各種軽作業等 
を行っています。 



◎ 開所曜日・時間 
  月曜日～金曜日（祝日・事業所の定める日を除く） 
  9:00～16:00 ※状況により変更あり 

◎工賃 
  311円／1時間、または400円／1時間 
  例えば、 
   軽作業、ホール作業など 311円 
   厨房作業など 400円 

◎昼食 
  1食 200円（レストラン日替りランチと同等） 

◎レクレーション 
  月1回程度実施 

◎制服 
  希望された方にお貸ししています 

◎利用料 
原則、国が定めた障がい福祉サービス利用料のうち、１割を自己負担していただく形に
なりますが、前年度の世帯収入に応じて月額負担上限額が設けられており、ひと月に
利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 

サービスを利用する為には居住区の区役所
窓口にて障がい福祉サービスの利用申請を
し、サービス受給者証を交付していただく必
要があります。 
その後、受給者証がお手元に届きましたら、
利用契約書等、必要書類への記入を行い、
利用契約をかわし、利用開始となります。 

 
① 見学・サービス内容説明 
② 相談支援事業者や病院へ相談 
③ 体験利用 
④ 障害福祉サービス受給書の申請 
⑤ 利用契約・保険等確認、サービス

内容の確認 
⑥ サービス（事業所）利用開始 

 

ご利用の流れ 

ご利用について 

1日の流れ 
時間 作業 

9:00～10:00 来所 

10:00～10:20 朝礼、ストレッチ 

10:20～11:00 掃除、弁当盛付、厨房作業 

11:00～11:20 休憩 

11:20～12:00 軽作業、厨房作業、ホール作業 

12:00～13:00 昼食 

13:00～14:00 軽作業、厨房作業、ホール作業 

14:00～14:20 休憩 

14:20～15:00 軽作業、厨房作業、ホール作業 

15:00 退所 



利用者さんから・・・ 

さんらいず小芝のいいところは、 

◎ まだまだピカピカで、と～ってもきれいな 
施設 

◎ 来ている利用者さんが、ほんとにやさしく、
そして、スタッフも優しすぎくらい 

◎ お仕事は自分の好きな時間に合わせて、
自分にあった作業が出来ますよ 

◎ お仕事を通じて、さんらいず小芝の中で
もステップアップ可能ですし、一般就労
へ進む方もいますよ 

◎ お昼の食事が、レストランの日替わり 
ランチメニューとほぼ同じ、毎日が楽しみ 

◎ 毎月1回（土曜日とお休みの日に）、 
盛り沢山、いろいろなレクレーションも 
やっています 

◎ 休憩する時は、休憩室でも広い作業室
でも利用できますよ 

ご利用者さま一人ひとりの 
体調や希望等に考慮した作業を 
計画し、担当スタッフが丁寧に 

サポートいたします。 

さんらいず小芝は、 

施設長から一言・・・ 
福田 直美 

「自分らしく生きる」とは何でしょう？ 
 人は一人では、生きていけません。仕事を通じて
社会に関わり、毎日生きていくことは大切なことです。 
 さんらいず小芝では、様々なハンデを持った人が 
        社会に関わることを応援しています。 
         レストランでハンデがない人と一緒に 
          働くこと、軽作業で商品を作ること、 
          様々な経験の中から学び成長して 
         いくこと、そのようにして皆さんが地域 
         社会で活躍するための通過点として 
        利用いただけたらと願っています。 

スタッフＡ 
厳しさの中にある楽しさや充実感、工夫や責任感
を身に付けていただけるようサポートしていきます。 

スタッフから・・・ 

 2013年（平成25年）6月に開所し、7月に
北九州市では数少ない就労継続支援B型事業
としてのレストラン「キッチンさんらいず」をオープンし、
障害をお持ちの方に、障害福祉サービスとして広く
働く場を提供できるようになりました。 

 一般企業への就労を希望しているが自信がない、
長続きしないという方などに就労の機会や生産活動
の機会の提供を行い、それらを通して知識や能力
を高めていただけるよう、スタッフ一同、必要な援助、
指導を行います。 

 利用にあたって、利用対象者として特段の制限
は設けておりません、お気軽にご相談ください。 

スタッフＢ 
毎日笑顔をモットーに!! お仕事の宝探し（自分
さがし）をしてみませんか？ 

スタッフＣ 
お料理の経験がなくても、一人ひとりに合った仕事
をすることができます。元気に楽しくいきましょう 



軽作業は、レストランに併設された 
作業室で行います。 
ここでは、箱づくりやスポンジの検品、 
箸袋づくり、しおりや封筒づくりなどの 
作業を行っています。 
 
 
一人ひとり特性や個性を活かし「お仕事＝作業」を学んでいきます。 

軽作業 

【スポンジ検品作業】 
一つひとつのスポンジの袋に
汚れやゴミがないかを見て、
良ければ、トレーに並べてい
きます。 

【箸袋づくり】 
レストランで使うお箸を入れ
る袋を作ります。簡単な折り
紙作業です。 

【しおりや封筒づくり】 
しおりは千代紙を使って、紐
をつけて完成です。封筒も
彩り鮮やかな紙を使って、折
り紙感覚で作ります。 

休憩室は和室となっており、
横になったり、ソファーでゆっくり
と寛げたりできます。 

休憩できる場所は、もう一つあります。
それは、作業室です。作業室で作業
がなければいつでもご利用できます。 

休
憩
室
で
の
様
子 

作
業
で
疲
れ
た
と
き
や
、 

お
昼
休
み
に
は
、
休
憩
室
を

ご
利
用
頂
け
ま
す
。 

【箱づくり】 
箱の仕切りの型抜き、検品
を行います。 

お仕事は、担当スタッフのもと、利用者さん自身
で選んでいただけます。 

【かご作り】 
レストラン内の手作り商品を
販売するコーナーに置く、商
品入れのかご(篭)も手作り
しています。 

【スポンジ詰め】 
トレーに並べられたスポンジ
を、向きを確認しながら袋に
詰めていきます。 

【販売商品の袋つくり】 
お客様に販売する商品をい
れる袋に「さんらいず」のスタ
ンプを押していきます。 

【お弁当盛り付け】 
お弁当の食材をお弁当容
器に順番に盛り付けていき
ます。 

【メッセージを添えて】 
お弁当に添える心のこもった
メッセージやイラストを手書き
で作っています。 



厨房は、常に清潔 
に管理されてます。 
厨房では、ランチや 
お弁当の準備、 
配膳、食器洗いや 
後片付け、翌日の 
仕込みなどの作業を分担して行っています。 

厨房作業 

【ご飯の準備】 
お米の計量やお米とぎ、お
釜での米炊き、炊き上がった
ご飯は、ジャーへ移し替えな
どをします。 

【料理の下ごしらえ】 
人参、大根などの野菜の
洗浄やカット作業をします。
また、味付けやソースづくり
などもします。 

【料理づくり】 
ランチメニューをスタッフと 
一緒に、美味しく、作り上げ
ます。 

【料理の盛り付け】 
お皿に料理を盛り付けてい
きます。 

【ランチのトレーにセット】 
料理が盛り付けられたお皿
を、見本の写真を見ながら 
トレーにセットしていきます。 

レストランホールでは、接客の仕事を中心に、  

•店内や店外を掃除する（開店の準備で、掃除から 
始まります。掃除だけの方もいます） 

•お客様をお迎え・案内をする 
•お客様のテーブルに、注文を聞きに行く 
•お客様のテーブルに、注文の料理を運ぶ 
•お客様のテーブルから、お皿やトレーをさげる 

など、それぞれの作業を分担して出来る範囲で作業を 
行っています。 

ホール作業 

【お菓子作り】 
シフォンケーキ、ビスコッティ、
パウンドケーキに、ジャムづく
りなど、スタッフと一緒に楽し
みながら作ります。 

ここで紹介するお仕事は、全体の一部分です。 
実際の仕事の様子を見て決めていただきます。 

利
用
者
の
事
例 



ＪＲ九州工大前駅下車 
  改札口を出て階段を降り、右手側徒歩５分 

西鉄バス 小芝三丁目バス停より徒歩1分 

社会福祉法人あかつき会 
さんらいず小芝事業所 
〒804-0092 北九州市戸畑区小芝三丁目12－14 
ＴＥＬ（０９３）８８３－７００５ 
ＦＡＸ（０９３）８８３－７８８９ 
Ｅ－ｍａｉｌ：sunrise-koshiba@crest.ocn.ne.jp 
      担当：福田 

                          毎年4月頃、桜の 
                          お花見を兼ねて、 
                          レストラン「キッチン            
             さんらいず」の駐車 
             場で、スタッフや 
利用者さんとで準備した、お肉や野菜で
バーベキューを行っています。 

4月 桜のお花見＆バーべキュー 

7月の周年行事 
パーティーに向けて、 
準備・作戦会議、 
催しグッズの手作り 
などの準備、 
パーティー料理の試食会などを実施します。 

5月・6月 周年行事準備＆試食会 

12月は、クリスマス 
パーティーを実施して 
います。利用者さん 
やスタッフでアイデア 
を出し合って、楽しい 
催しをみんなで行って 
います。 

7月 周年行事パーティー 

8月 周年行事打ち上げパーティー 

9月 みんなでお出かけレク 

10月 ハロウィンパーティー 

11月 秋のお出かけレク 

1月 初詣 

2月 バレンタイン 
      deチョコづくり 

3月 春のお出かけレク 

お問合せ先 

さんらいず小芝では、年間を通して楽しい行事をたくさん準備しています。 

情報リンク 

12月 クリスマス・パーティー 

バザー出店 

消火訓練 

http://akatsukikai.net/ 
https://www.facebook.com/akatsukikai.swc/ 
http://www.kt-sunrise.com/ 


