見沼１１

多機能型事業所

ぱらだいすかふぇ

(一般社団法人あるかでぃあ)
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施設の概要

定員
所在地

アクセス

生活介護 6 人
就労継続支援Ｂ型 14 人
さいたま市見沼区片柳
1112-101・102・203

大宮駅東口国際興業バス 7 番乗り
場。
「浦和学院高校」、「染谷折り返し
場」
、
「浦和美園」
、
「さいたま東営業
所」行き乗車、約 20 分「根木輪」
下車。
徒歩約 2 分です。

TEL：048-731-8414
FAX：048-731-8415
e-mail:pardisecafe@kind.ocn.ne.jp
開設日
令和元年 11 月 1 日
開所日時 月曜日～金曜日・隔週土曜日
連 絡 先
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8：30～17：30
（利用 9：30～15：30）
平均年齢 平均：21 歳
最年少：18 歳
最年長：27 歳
送迎範囲 さいたま市・春日部市・川口市・蓮
田市・上尾市の全域、事業所より
10 ㎞以内（10 ㎞超える場合は要相
談）
食事提供 あり(１食あたり 500 円の負担あり)
R4.4 月より食事提供加算取得予定
賃金・
生活介護：500 円
工賃
就労継続支援Ｂ型：3,000 円
入浴
なし
車いす
あり
医療的
なし
ケア

施設の運営方針・理念
「ぱらだいすかふぇ」は、生活介護事業と就労継続支
援 B 型事業の多機能型事業所です。どんな方も様々で
色々な思いを胸に抱き、様々な形で思いを表出・表現
しています。そして思いを膨らませています。
「ぱらだ
いすかふぇ」では、自分の思いを叶えられる、膨らま
せる事ができる、そう思い感じていただける支援を心
代表理事 鈴木美佐子

掛けています。

私たち『あるかでぃあ』は障がいの

また、
「ぱらだいすかふぇ」は、障がいをお持ちの方が

有無にかかわらず、各自の持つ能力

可能な限りその人の有する力を発揮し、与えられた環

を共に刺激しあい引き出しあえる仲

境の中での活動ではなく、自らが主体となって環境作

間になりたい!! みんなが笑って、み

りから携わり、自立した日常生活が営めるよう、共に

んなが元気になる!! それが一番!!

社会参加や余暇活動を楽しむこと、就労に向けた活動、

という法人の思いから、様々な事業

創造性を掻き立てる創作活動、地域で当たり前にして

を行う中で「ぱらだいすかふぇ」を

いくことなど障がい者の「権利保障」を基本理念とし

開所しました。

て専門的な支援を行っております。
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事業内容の紹介

生活介護事業
毎日のラジオ体操やウォーキング(雨天時は室内歩行)から始まり、畑作り
や収穫・牛乳パックをリサイクルした手すきの紙の作製・季節ごとの制
作・簡単な昼食やおやつづくり・販売品の梱包やシール貼り・体を動かす
レクリエーション等を行い楽しく活動をしております。また、製作品の販
売を通して人と触れ合い、作る喜び、出来た喜び、工賃を頂く喜びを感じ
る事も大切にしています。トイレはバリアフリーなので車いすをご利用の
方も安心してご利用いただけます。

就労継続支援 B 型事業
B 型事業
H３０年６月より「かふぇ」を営業しておりましたが、活動場所の一つに
働く実践の場として、平成 31 年 11 月より多機能型事業所へと生まれ変
わりました。
毎日のウォーキング(雨天時は室内歩行)から始まり、多肉植物や観葉植物
の管理(ぱらたまづくり)・卵の殻を再利用した鉢植え (ぐりーんえっぐ)・
リメイク缶・麻紐を使用したマクラメ編みのリース・ワイヤーをつかった
鉢植えづくりなどの細かい作業、畑作りから収穫・牛乳パックをリサイク
ルした手すきの紙の作製・季節ごとの制作・簡単な昼食やおやつづくり・
体を動かすレクリエーション等を行い楽しく活動をしております。また、
製作品の販売を通して人と触れ合い、作る喜び、出来た喜び、工賃を頂く
喜びを感じる事も大切にしています。
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事業の紹介写真

生活介護事業・就労継続支援 B 型事業

丸いフォルムが癒される、 使わなくなった毛糸

紙をちぎり、そこに水

牛乳パックを再利用し

見た目がかわいい多肉植

を再利用し“ぱらた

を足してミキサーにか

て作った紙に「ありがと

物・観葉植物の“ぱらたま” ま”を置く為の台座

け、乾燥させてメッセ

う」の気持ちを込めてメ

を育てて管理・販売してい を編んでいます。

ージカードにして再利

ッセージカードを作成

ます。

用しています。

しています。
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施設の年間の行事

行事名：入所式（入所歓迎会）
時期：4 月初旬
場所：当施設、もしくは近隣公共施設
内容：学校でいう入学式。新年度、および年度の途中で入所された方々のお祝い。
行事名：お花見
時期：4 月初旬
場所：近隣公園
内容：さくら散策とレクリエーション
行事名：防災訓練
時期：年 2 回（春季・秋季）
場所：当施設
内容：地震、もしくは火災を想定した訓練。

行事名：社会参加（外出支援）
時期：随時
場所：近隣コンビニ・レストラン・ショッピングモール 等
内容：買い物や外食を中心とした身近な社会参加
行事名：調理実習
時期：年 4 回
場所：当施設、もしくは近隣公共施設
内容：利用者の方々と相談しながら、メニュー決め
買い物から調理までを行います。
行事名：日帰り旅行
時期：秋季頃
場所：利用者の方々と相談して決めます。
内容：何処へ行く、何をする、どうやって行くか等
相談しながら場所を決めます。
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行事名：芋掘り
時期：10 月、もしくは 11 月
場所：さいたま市内の畑
内容：収穫する楽しみから、調理・食べる楽しさを感じる
ことができます。
行事名：クリスマス会
時期：12 月
場所：当施設、もしくは近隣公共施設
内容：歌を歌ったり、ゲームをしたりと
クリスマスを楽しみます。

行事名：新 年 会
時期：１月初旬
場所：さいたま市内の神社、当施設
内容：初詣、すごろく等レクリエーション

行事名：節分
時期：2 月
場所：当施設
内容：豆まきを通して、無病息災を願います。

行事名：セルプバザール
時期：夏、冬
場所：さいたま市内
内容：埼玉県内の事業所で作られた製品等の販売
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施設の自慢・特色

◎ぱらたま(多肉・観葉植物)

◎雑貨制作

◎美味しい給食

植物の根を水苔で包み、糸や

父の日、母の日、敬老の日、

自分達でつくった野菜が給

布を再利用して成形したもの

クリスマスなど季節のイベ

食に出ると｢皆で頑張ったか

です。かふぇの仲間で役割分

ントごとにお持ち帰りする

ら美味しいね！｣と、普段ご

担をし、癒しのインテリアを

プレゼントを作っておりま

飯をあまり食べない子も綺

作り販売しております。

す。

麗に完食してくれます。

◎野菜作り

◎マクラメ編み

◎保護者との親睦会

土壌作りから行い、無農薬で

麻紐を使いリメイク缶の取手

保護者の方々との交流・親睦

野菜を育て、収穫物を利用者

やマクラメ編みのリースなど

も大切にしています。(現在は

様自身で販売します。

を作製しています。

コロナウ イルス感染予防 の
為、中止しております)

◎パソコン作業

◎余暇活動

◎レクリエーション

配布物、社内広報誌等をパソ

外出支援で公園、動物園、イ

たまにはみんなで息抜き！

コンで入力、印刷しておりま

ベント等へお出かけし社会

カルタやトランプ、体を動か

す。

との交流も欠かしません。

す等、やりたい事をみんなで
考え、準備し行っておりま
す。
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①

③

⑤

法人が運営しているその他の施設

ケアステーション

さーちらいと

② 放課後等デイサービス

すまいるすまいる

所在地

見沼区染谷 3-274-1

所在地

見沼区染谷 3-274-1

施設類型・
定員数等

居宅介護・重度訪問・行動援護・移動
支援（地域生活支援）

施設類型・
定員数等

放課後等デイサービス(10)

生活サポート事業

あるかでぃあ

④ 福祉有償旅客運送

所在地

見沼区染谷 3-274-1

所在地

見沼区染谷 3-274-1

施設類型・
定員数等

生活サポート

施設類型・
定員数等

有償運送

ケアハウス

しゃんぐりら

⑥ 相談支援事業所

所在地

見沼区染谷南中野 78-6

所在地

見沼区片柳 1119-1-101

施設類型・
定員数等

共同生活援助・短期入所（空床利用型）
(5)

施設類型・
定員数等

特定相談支援

そらふね

