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全国初福祉事業所のチョコレート工房ショコラボから
私が学んだこと
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湧三 様（川崎鷺沼ＲＣ）

ニコニコ報告

宮崎玲児

親睦委員長

◆小川 湧三 様（川崎鷺沼ＲＣ）
宜しくお願いします。
◆高瀬 建夫 会長 ・河合
束 幹事
今年初めての早朝例会です。今朝は少し春めいた感
じがします。伊藤幸紀代表者様、今日は朝早くから
ありがとうございます。お話、大変楽しみにしてお
ります。宜しくお願いします。
◆ＳＡＡ一同
雨上がりの早朝例会、寒い中にも、とてもすがすが
しいですね。伊藤様、本日はようこそお越しくださ
いました。お話楽しみにしております。
◆親睦委員会一同
今日は今年初めての早朝例会です。伊藤様、宜しく
お願いします。
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「障がい者と健常者が共生・協働して作るチョコレート」
＜はじめに＞
ショコラボというチョコレート工房をしておりま
す、伊藤です。以前は、横浜 MM ロータリークラブに
在籍していました。
元は銀行で働いておりましたが、脱サラし、2012
に一般社団法人 AOH を設立しました。
ショコラボは、スイーツ工房の名前です。横浜市
指定の福祉事務所で、就労移行支援（一般型）と就
労継続支援 B 型も運営しています。健常者と障害者
のコラボレーションを目指しています。一般社団法
人 AOH は、スイーツ作りのショコラボとものづくり
のザ・モノラボを展開しています。チョコレート工
房は、夏暇になるので、その間、ものづくりをしよ
うということでモノラボをはじめました。
ものづくりの工房 パラシュートにつかう紐を使っ
たミサンガ やキーホルダー等を作っています。映画
マッドマックで主人公が使っていたものです。例え
ば、日本郵船不動産で採用されています。パラシュ
ートの紐は切れないので、いざとなると避難具にも
なります。
＜障がい者の雇用環境＞
平成 27 年の障害者雇用状況をみると、法定雇用率
達成の企業は全体の 47 パーセント。ただ、そのほと
んどが身体障害者の方になり、知的障害者や精神障
害者の割合は低い。

そのため、知的障害者や精神障害者は、外に出て
いない。養護学校卒業後の 4 人に 3 人は働く場がな
い。福祉作業所に行く。だから、我々と触れ合う機
会がありません。
障害者が多く働く就労継続支援 B 型事業所の平均工
賃は、月額 14838 円。その額に驚き、障害者の雇用
の場を創設するためショコラボを立ち上げることに
する。そもそも、自分が 30 歳の時に授かった子供に
障がいがありました。当時銀行員だったが、もっと
子供に関わっていきたいと思い、格付機関に転職を
する。それも退職し、不動産鑑定士として独立開業。
ショコラボを立ち上げたのは、それから 10 年後のこ
とです。親として、障がい者の雇用環境の悪さに何
とかしたいという思いが募り、雇用の場の創出、こ
れにより親亡き後も問題解決につなげたいと考えて
います。

＜ショコラボの使命・思い＞
ショコラボを始める時、味で評価されたいと思い
ました。他のスイーツと同じ土俵で戦いたいと思い
ました。その点、グルメ雑誌のおとなの週末で取り
上げられたのは、嬉しかったです。
当社には、使命があって、➀幸福の支援➁人間性
の支援➂社会との調和の支援④心の支援⑤健康の支
援です。助けるのではなく、支援、アシストするの
です。助けるというのは、何か上から目線ですが、
同じ目線での関わりをしたいと思い、支援アシスト
としました。
企業理念は、あらゆる人々を平等に尊重し、障がい
者・高齢者・健常者が共生するコミュニティを作り、
関与する全ての人々が物心両面の豊かさを仕組みづ
くりで社会に貢献すること です。
＜ショコラボの経営から学んだこと＞
ショコラボの経営から学んだことをお話しします。
例えば、仕事を頼んだ相手が、同じ間違いを５回
繰り返したら、通常相手を責めるはずです。何でで
きないのだと。これは、いわゆる他責です。心の中
で相手を責めています。
ところが、ショコラボでは、これは通用しません。
自分の言い方が悪いのではないか。どうすれば相手
に伝わり、作業をしやくすできるかを考えます。数
を数えることができない人に数を数える仕事を依頼
するには、どうやったら一緒にできるかを本気で考
える必要があります。他責ではなく自責です。

このような考えは、コーチングという考え方から
学びました。
開業して、一年頃、パチンコ店経営の知り合いか
ら、おみやげ屋でチョコレートを売らせてもらうと
いう仕事をもらいました。ちょうどこの頃は、最初
は赤字で、不動産屋で稼いだ金をショコラボにつぎ
込んでいました。私自身、相当疲れていました。頂
いた仕事の売り場は中華街でした。でも、中華街で
そもそもチョコレートが売れない。みんな中華を食
べにきているから。それでも何人か買ってくれまし
たが、結構返品がありました。本数が違う・包装に
不備があるなど。2 週間販売しました。毎日睡眠 3 時
間ぐらいでした。
返品が多くて、検品しているのかという気持ちにな
り、まさに他責の気持ちになりました。
工房に帰って、どう朝礼をするか。みんなのお礼と、
そのあと指摘事項を一気に言ってやろうと思いまし
た。そうすれば、少しは自分の怒りを覚ますことが
できます。でも、その時バレーボールの三ツ矢さん
の講演を思い出しました。三ツ矢さんは、最初はテ
ィーチングから入るけど、一定期間が過ぎるとコー
チングという手法を採用している。
授業を受ける方は、世界の三ツ矢が何を言ってく
れるかを待っている。しかし、三ツ矢さんはちがう。
まず、どうして負けたと思いますかと聞いてみる。
一貫して、生徒から話を聞く。そして、最後に、じ
ゃ明日からそのようにしましょう、と言うだけです。
相手に気付かせる。これを参考にすることにしまし
た。
そこで、私も朝礼でクイズを出すことにしました。
こう始めました。「みんなに質問です。みんなが工
賃で買い物にいきました。どんなことがあったら嫌
ですか。」と。みんなが次々とズバリの回答をして
きました。「本数が違っていたら、いやだ」・「包
装がちゃんとしていなかったら嫌だ」等々。みんな
が発言すると、拍手がおきました。私は、これだっ
たのかと感動し、「今日から、そうしよう」と皆ん
なに声を掛けました。
「どうすべきか」は、彼らがわかっています。「解」
は、彼等が全て持っているのです。
教えるのではなく、諦めるのでもなく、やれる方法
が見つかっていないだけと捉えることが大切なので
す。

＜相互承認活動＞
ショコラボでは、相互承認活動を始めました。
障害者はいつもありがとうとばかりいって、感謝
されることがありません。
そこで、同僚や職員さんからしてもらって嬉しか
ったこと、優しい言葉を感じたらメッセージカード
を入れるボックスを置くことにしました。これは、
ディズニーを参考にしました。
＜これから＞
これからは、企業と地域社会が新しい価値を創設
していく時代（CSV）。ショコラボも小学校でチョコ
レートを作る会を開催し、小学生との接点を作った
りしています。

②D2590 主催ロータリーみなとみらいリティーマ
ラソンを 2 月 10 日に開催するに当たり、皆様よ
りご提供頂きますご協賛品の送付先などについ
て、お知らせが届いております。
③ロータリーレート変更のお知らせ
2018 年 2 月より 1 ﾄﾞﾙ＝110 円（1 月は 114 円）
２．川崎北 RC より、6RC 合同ゴルフコンペのご案内
が届いております。
日時：平成 30 年 4 月 6 日(金) 集合 8：45
場所：本厚木カンツリークラブ
会費：18,930 円
参加費：5,000 円
※ご案内ポスティング
下さい。

参加ご希望の方はお知らせ

３．川崎中 RC より創立 45 周年記念誌が届いており
ます。当日ご出席の方にお渡し致します。
４．他クラブ例会臨時変更

チョコレートのことを最後に話しますが、カカオ
の木の学名は神の食べ物だそうです。
発酵食品でもあり、赤ワインの 3 倍ポリフェノール
があります。
本日はありがとうございました。

会長報告

高瀬

建夫 会長（２月１日分）

１．理事会報告

●川崎鷺沼 RC
2 月 7 日⇒6 日(火)6RC 合同例会ﾎﾃﾙ精養軒点鐘 18：30
2 月 28 日⇒27 日(火) ＩＭ参加
3 月 7 日⇒3/7-3/9 台湾 台北市内 RC 訪問 親睦旅行
●川崎麻生 RC
2 月 9 日(金) 職場訪問
読売ジャイアンツ球場視察･見学
例会場：グリーンクラブ「天安」 点鐘 12：30
2 月 16 日⇒27 日(火)
ＩＭへ振替
2 月 23 日(金) 創立記念例会
旭寿司本館 点鐘 18：00
●川崎中央 RC
2 月 12 日(月･祝)
休会
2 月 26 日⇒27 日(火) ＩＭ参加
●川崎南 RC
2 月 13 日(火) 休会
2 月 27 日(火) ＩＭ移動例会
3 月 20 日(火) 休会
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC
2 月 15 日(木) 創立 25 周年記念夜間例会
川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 18：00
2 月 22 日⇒27 日(火) ＩＭ参加
●川崎大師 RC
2 月 21 日⇒24 日(土) 創立 45 周年記念式典
点鐘 17：30 ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ
2 月 28 日⇒27 日(火) ＩＭ参加
●川崎高津 RC
2 月 22 日⇒27 日(火) ＩＭ参加

２．寄付の表彰品が届きましたのでお渡し致します。
◇ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付：
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー ピン
大塲秀幸会員、髙瀬建夫会員
５．他クラブ会報の回覧
川崎北 RC
◇ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会寄付：
第 22 回 米山功労クラブ感謝状
第 6 回 米山功労者マルチプル感謝状：
次回例会は、第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ６ＲＣ合同例会
田辺清夫会員・河合 束会員

２月６日(火) 点鐘 18：30

３．Ｒ財団および米山記念奨学会より、確定申告用
の領収証が届きましたのでお渡し致します。

幹事報告

河合

束 幹事（２月１日分）

１．地区からの来信
①2018 学年度 ロータリー米山奨学生 世話クラブ
の依頼状が届いております。

ﾎﾃﾙ精養軒

