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４月１日に「ケアホームにじの森」での生活が始まりました

１階店舗２～３階ケアホーム 南側

１階店舗２～３階ケアホーム 北側

昨年１０月７日に着工して建築工事を進めてまいりました調布市深大寺東町７丁目の「１階の
ハーモニーガーデン」と「２～３階のケアホームにじの森」の建物が無事完成し、４月の開所を迎
えました。２～３階は、男性６名ずつ計１２名のケアホームとなっています。入居された利用者の
皆様も新しい生活環境に少しずつ慣れ、快適な生活を送れます様にスタッフも努力していきます。

住所：〒１８２－００１２
１階「ハーモニーガーデン」
２～３階「ケアホームにじの森」

東京都調布市深大寺東町７－４７－７
電話／ＦＡＸ ０４２（４４１）１５８０
電話／ＦＡＸ ０４２（４４１）１５８８

ハーモニーガーデン４／３オープン！
ピザ窯で焼く本格ナポリピッツァ
ピザ窯で焼く本格ナポリピッツァが楽しめる
ナポリピッツァが楽しめる
レストランがオープンしました！

１１：３０～１４：００（ラストオーダー）
１１：３０～１４：００（ラストオーダー）
本日のピッツァセット・パスタセット
（どちらもドリンク付き） ５００円
１４：００～１６：００
１６：００～１９：００

喫茶タイム
ディナータイム

その他、ハーモニーこだわりの焼きたてパン、
ハム・ソーセージ、国産大豆のお豆富、お惣
菜、デザートなどを販売しています。

（１８：３０ オーダーストップ）

ビール・ワインの提供、ピッツァのお持ち帰
りもできます。

ぜひお気軽にお越しください
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平成２４年４月１日ケアホームにじの森が調布市深大寺東町に開所しまし
た。にじの会としては２ヶ所目のケアホームとなり、利用者２６名の方が地
域生活を展開します。１年半前から開設のためのプロジェクトを立ち上げ、
入居希望のご家族と一緒に準備を進めまし
た。その中で、室内のレイアウト、必要な
家電、家具、備品、運営方法など細かい部
分まで話し合い、決めていきました。本当
にご家族と共に作り上げたケアホームにじ
の森です。しかし、４月１日はケアホーム
のスタートに過ぎません。利用者の方の今後の長い人生が豊かで実り多い生活
になるような支援、環境を提供します。そして“我が家”として誇っていただ
けるケアホームにしていきたいと思っております。
屋上からの眺め
ケアホームにじの森は２階、３階が住居になっています。全て個室で１２名の
方が生活しています。３階ケアホームの方は 6 名で全員、未来工房にじ就労継続
B 型の利用者となっています。にじの森には寮母スタッフが配置されていま
すが、３階ケアホームでは、自分の洗濯は基本的にご自分で行って頂いています。
食事の配膳もスタッフ主導ではなく、利用者の方が中心に行います。スタッフは
あくまでもサポートと調整役です。４月１日の初日から積極的に洗濯や配膳に取
り組む姿を見て、本当に初めてケアホーム生活を経験する方ばかりなのだろう
か？と感じてしまうほどでした。今後は夕食後の空き時間を利用して、にじの
森での食事当番や掃除当番、交通ルールやマナー、金銭管理などを話し合う機会
を設けていきます。さらに調理体験や共同での清掃など共同意識を高め、共同生
活を円滑に進めるための支援を実施します。
２階ケアホームの方は生活介護利用者の方が生活しています。３階と同様に６名で生活しています。ケアホー
ムのモットーは「自分で出来ることは自分で」としているため、洗濯や配膳に関しても出来る限り自分たちの力
で行うことが出来るよう支援しています。利用者の方の個性を理解し、それぞれの方に合わせた方法で、能力を
発揮する工夫をしています。まずは利用者の方との関係性を深め、信頼と絆を構築します。あくまでも利用者の
方が主役として生活・活躍できるよう、支援して参ります。さらに地域の社会資源を利用した余暇活動やガイド
ヘルパーを利用者した外出を実施し、個々の余暇ニーズに対応します。そして、地域のボランティアをホームに
招く計画もしています。
さらに三鷹上連雀のケアホームにじと連携し、支援や通院、余暇などのスタッフ間協力を行います。２ヶ所別々
のホームスタッフではなく、にじの会の地域生活支援事業のスタッフとして業務に当たります。さらに利用者方
の交流する場を設け、ケアホーム行事の話し合いから実施していきます。にじの会の地域生活支援事業の確立と
安定した運営をスタッフ１４名で目指します。
２０１１年３月１１日の震災以降、首都直下型地震、３連動型地震など巨大地震がいつ起きても不思議ではな
い状態になっています。ケアホームにじの森でも、ケアホームにじ（三鷹）、にじの会と連携し緊急時対応がい
つでも実施出来る体制整備はもちろんの事、地域間での住民同士の協力も重要になります。震災が起きてからで
は遅いため、日ごろから、ご近所への挨拶を実施し、地域行事への参加を積極的に利用者の方と共に行います。
そして避難訓練や防災訓練で避難経路、避難場所の確認と避難の実施を定期的に行い、万が一に備えていきます。

リビング

居室

地域生活支援主任
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ハーモニーガーデンオープン！
オープンはまだまだ先と思っていましたが、あっ
という間に３月が終わりに近づき準備に追われる毎
日でした。その中で３月３１日(土)昼のケアホーム
の開所祝い、夕方のハーモニー利用者、スタッフで
の開店祝いはみなさん満足していただき、ひとまず
ホッとしました。
開店前日の夕方にハーモニースタッフ全員で真新
しいワインレッド色の冷ケースやパン棚に商品を並
べ、２０１２年４月３日(火)ついに開店の日を迎え
ました。どれだけのお客様が来てくれるかな？と不
安いっぱいでしたが、１１時オープンとともにお客様が押し寄せ、販売コーナーがすぐにいっぱい
になりました。しばらくするとランチのお客様が続々来店され、すぐに満席になりました。午後は
(恵みの?)嵐で少し客足が落ちたこともあり、なんとか無事に１日が終わりました。その後はテー
ブルの上にセッティングするものや飲み物類など必要な物がたくさん出てきてみんなで手分けし
て買い物に走りました。
オープンして２週間が経ちましたが、ランチはほとんど宣伝していないにもかかわらず、１７日
には今までで最高の９４食の提供となり、各工房の商品の売れ行きも好調で、急遽パートさんの募
集をする状況になっています。
そんな中、１番に目を見張るのは利用者さんの成長です。３月２１日からガーデンに専属勤務に
してもらいましたが、工事が入ったりイスが来なかったりとほとんどトレーニングができない中で
のオープンでした。それでも２人のピッツァ担当の利用者さんは１日５０枚のピッツァをスタッフ
の援助なしに焼き切り、ドリンク担当の利用者さんはランチのドリンクを１人で淡々と出し続け、
ショップ担当の利用者さんは笑顔で状況に応じた動きができています。それぞれ体調を崩して休む
こともありましたが、忙しさに取り乱すことなく一生懸命仕事に打ち込んでいます。回りでバタバ
タしているスタッフも見習わなければいけないと思っています。２週間経ったなかでは、指示して
いないのに人の仕事やその場の状況を見て動けるようになってきていて
その成長ぶりには本当に感動しています。
スタッフも専従は２名だけですが、いきなりの忙しさに土曜日の休日
出勤も含め、いろいろなスタッフに代わる代わる来てもらったり、急な
仕込みを頼んでいます。ハーモニーガーデンはハーモニーのレストラン
ショップなので、みんなで協力して盛り上げたいと思っています。
また、石崎理事長にはほとんど毎日のように外でビラ配りをしていた
だいたり、接客や掃除機がけまでしていただき、茂子顧問は毎日朝から晩まで休みなく接客や買い
物などをしていただき、本当に頭が下がる思いです。また、ケアホームのご家族の方に毎日洗い場
のお手伝いに来ていただき、他の部署のスタッフも毎日代わる代わるお
店に来て励ましの言葉をかけてもらい、心からたくさんの方々のご協力
でお店が成り立っていることを実感しています。
私たちの使命は“お客様に幸せになっていただくこと”ですのでこれ
からも気を抜かずに利用者さんとスタッフ一丸となってお店を盛り上げ
ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
ワークショップハーモニー主任
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法人設立１０周年の記念行事最後のハワイ旅行を３月５日
（月）～９日（金）の３泊５日で実施いたしました。昨年度の
事業計画の設定にあたり十周年記念事業の一つとして海外旅行
を実施する事を理事会で決定しました。
ヘレマノプランテーションでの交流

十周年を記念する旅行であり、参加された全員の一生の思い
出となる旅行にしたいと考え、５月初めに旅行先をハワイとする事にし、担当旅行会社を JTB に
決めました。６月の現地視察で今回のコースをきめて家族連絡会での説明を行いました。それから
旅行委員会１４名で、詳細なスケジュールや支援体制準備、旅のしおり作り等の準備を行い、いよ
いよ３月５日午後、大沢にじの里から２陣に分かれて利用者６６名・御家族２０名・役職員７５名
の総勢１６１名で出発いたしました。
第１日目の３月５日（月）あいにくの天気の中、２つのグループに
分かれ植物公園前よりバスに乗り、成田空港へ向かいました。空港到
着後はスムーズに飛行機へ移動し、機内では、多少の混乱があるので
はと心配していましたが、皆さん落ち着かれて空の旅を満喫されてい
ました。ホノルル到着後も、現地の空港スタッフや航空会社の協力も
あり、手続きをスムーズに終え、カメハメハ大王像や日立のコマーシ
ャルで有名なモアナルアガーデンなど市内見学を行いました。その後
宿泊先であるワイキキビーチ目の前のパシフィックビーチホテルへ向かい、昼食をとり各部屋へ移
動しました。夕食は、２つのグループに分かれ、シーフード料理・中華料理を堪能しました。
２日目は、事前に選択していただいた３つのコースに分かれての観光でした。しかしながら、現
地で数年ぶりの大豪雨となり、道路は所々冠水していたり、
大きなやしの木が倒れていたり、崖崩れで通行止めになるな
どしており、予定していたビーチでの海水浴とシーライフパ
ーク（水族館）は、中止せざるをえませんでした。海水浴グ
ループは、ホテル近くのワイキキ水族館へ、シーライフパー
クのグループは、アラモアナショッピングセンターでの買物
に予定を変更しました。変更は残念でしたが、お陰でゆっく
アラモアナで記念撮影

りとホテル周辺を散策したり、ハワイでの買物を楽しんだりする事
が出来ました。映画のジュラシックパークやゴジラのロケ地として
有名なクアロア牧場は、予定通り観光する事が出来、ロケ地をバス
でめぐるツアーを楽しむ事や動物と触れ合う事、広大な敷地の中で
ハワイの大自然を肌で感じるが出来ました。
クアロア牧場のバスツアー
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３日目は、前日の豪雨が嘘のようにホノルルの空は太陽が燦々と
照りつけていましたが、観光先ではすっきりとした晴れ間は見られ
ませんでした。この日も前日同様事前に選択していただいた２つの
コースに分かれての観光でした。一つはホテルからバスで１時間半
ほど移動しポリネシア文化センターへ出掛けました。こちらは、ト
ンガ・フィジーなどのポリネシア諸国の伝統文化や歴史をショーな
ポリネシア文化センター

どで紹介するテーマパークですが、踊りや演奏などを通じて異国の
文化を楽しみました。もう一方は、オアフ島のほぼ中心にある知的
障害者の施設「ヘレマノプランテーション」を訪問し、施設見学や
交流会、フラダンスのレッスンなどを行いました。ヘレマノプラン
テーションは広大な土地を持ち、４５人のグループホームやレスト
ラン・農場など働く場を提供する事業を展開しています。今回、歌
やダンスを通じて同じ障害者同士や施設で働く職員同士が交流する
フラレッスン

機会が持てたことは、非常に有意義な時間であり、今後の生活や日
常の業務にきっと役立つ経験が出来たと思います。両
グループ共に観光を終え、バスでホテルへの帰路の途
中にホノルル市内に入ると、右の写真にあります通り
我々にじの会のハワイ来訪を歓迎しているかのように
大きなにじがホノルルの空にかかっていました。夕食
は、最後の夜という事も有り、ホテル内でハワイアン
ミュージックとフラダンス、そしてにじの会のメンバ
ーによる合奏などを楽しみながらディナーを満喫しま
した。
最終日は、バスでホノルル空港へ向かい、後ろ髪を引かれ
る思いで飛行機に乗り帰路につきました。ほぼ予定していた
時間通りに全員元気に帰国する事が出来ました。
今回の旅行は、最初から最後まで生憎の天気で予定されて
いた観光も変更しましたが、大きな混乱や事故もなく、参加
された方皆さんにとって、本当に一生の思い出になったので
はないかと思います。長い飛行時間や英語の問題もあり、最
初は不安もありましたが、今までの国内での旅行や日頃の支援の蓄
積もあり無事に旅行を終える事が出来ました。今回の旅行では３７
００万円余の費用を参加利用者・家族が半分負担し、残りの１８０
０万円余を法人が負担して実施したものですが、共同募金の助成金
６３万円も活用させていただきました。この経験はかけがえのない
貴重な物であり、今後の活動に活かしていきたいと考えています。
最後になりますが、今回の旅行が有意義に行えましたのも、御家族や関係各所のご助力の賜物だ
と思います。厚く御礼申し上げます。

旅行委員会
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平成２４年度事業計画について
社会福祉法人にじの会理事長

石崎

優仁

平成２４年度は大沢にじの里・未来工房にじを開所してから丁度１０年目にあたります。
昨２３年度は、法人設立十周年にあたり記念行事・記念誌・記念ハワイ旅行等に取組み、幸い全
て無事に完了することができましたが、法人や職員の負担がかなり大きくなってしまいました。
また、にじの会の１０年の歩みは、地域の需要に応えるため２年ごとに新規施設を開設し、必要
な事業を整備してきており、利用者の数は平成１５年度の６８人から２４年度は１７４人と２倍半
に増加しています。しかし、この整備にかかった人的・資金的負担は非常に大きく、法人全体の運
営に歪みが発生する状況も出ています。
障害者福祉の制度改革も「障害者総合福祉法」の骨格提言が出されながら、障害者自立支援法の
延命のような「障害者総合支援法」が提示されており、今後も多くの紆余曲折が予想されるところ
です。
このような法人内外の状況を踏まえ、第６期（平成２４年度～２５年度）は新規事業の取組を行
わず、現在提供している福祉サービスの質の向上と、事業運営の安定向上を図る事を基本とする法
人の運営を行うことにいたしました。

＜第６期の基本方針＞
（１） 大沢にじの里・にじアートの重度利用者支援、未来工房にじの中軽度利用者支援、ケアホ
ームにじの地域生活支援につき、利用者の安全確保と社会参加の拡大を重点に支援の質の充
実を図る。
（２） ワークショップハーモニーの就労継続 A 型事業・就労移行支援事業、にじアートの児童デ
イサービス事業、新規開所のケアホームにじの森及びハーモニーガーデン（分場）の事業に
つき、事業内容の充実と収支の改善を図り、運営の安定を実現する。
（３） 「障害者総合福祉法」への変革の中で、新法制度に対応する将来の障害者支援体制のあり
方を検討していく。
上記の基本方針に基づき、平成２４年度の重点課題を以下のように決定しております。
（１） 各事業所の運営に於いては、
「安全・清潔・あいさつ」を重視する。特に、入所利用者の事
故防止体制の確立を図る。事業所内の清潔の維持を常に心がけ、衛生管理の徹底を図る。近
隣の方への挨拶も含め、きちんとあいさつのできる気持ちの良い職場をつくる。
（２） 近づく東京直下型地震等の大震災に備え、防災対策を積極的に進める。特に家具転倒防止
等により死傷者の発生を防止する減災対策を実施するとともに、地域の防災対策本部や住民
組織との協力体制の強化を進める。
（３） 人権擁護委員会を中心に、スタッフの人権意識の向上と、利用者の人権擁護活動を積極的
に進める。様々な人権侵害行為に対し適切な対応をとれる組織にしていく。
（４） 各支援部門は、部門自身が主体となって、ICF ベースの個別支援計画の設定実施を進める
とともに、運動プログラム・音楽プログラム・余暇プログラムの充実等によって、支援の質
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の向上を実現していく。

（５） ハーモニーA 型事業は、ハーモニーガーデン（分場）開所と合せて体制整備を進め、販路
拡大や売り上げの大幅増加により、収支改善を実現する。
（６） 就労移行支援事業では、高い就労実績率をハローワーク・しごと財団等と連携して維持す
るとともに、就労支援センター・特別支援学校・自治体等の幅広い関係機関との協力体制を
つくり、多様な利用者の受入を積極的に推進し、１０名以上の利用者の安定的確保を図る。
（７） にじアートの放課後等デイサービス事業（児童デイサービス）に於いては、特別支援学校
との連携を強め支援の質の向上を図るとともに、利用生徒の拡大により事業運営の安定を実
現する。
（８） 新規開所のケアホームにじの森に於ける利用者生活の安定をまず確保するとともに、既設
のケアホームにじを含めた地域生活支援体制の確立を図る。
（９） 施設開所から１０年目であり、内部管理体制の改善を図る。特に、文書管理を改善し書類
の削減を進める事、資産管理の改善により資産の保全と有効活用を進める事を重点とする。
以上のような重点課題で支援と運営にあたる事で、平成２４年度は、にじの会の足元をしっかり
と固めていく年になると考えています。また、その実現のために、以下の対策をとることにいたし
ました。
① スタッフ採用を増加し、各部門の必要な職員配置を確保する。
② 委員会・プロジェクト等の会議を大幅に削減し、支援に従事できる時間を増やす。
③ 夏まつり、専門講座等の地域や外部対象の行事を減らすことにより、職員の負担を軽減す
る。
④ ICF ベースの個別支援計画の導入を発達支援を中心に推進した支援専門部を廃止し、より
広い視野で利用者の生活の質の向上を図る支援内容への切替を進める。

また、平成２４年度予算の概要は以下の通りとなっています。
（１） 平成２４年度の運営収入は、約６億８千万円で前年より７千万円増となっています。これ
は、新ケアホーム分と通所利用者増加によるものです。
（２） 運営支出は、約５億８千万円で前年より千万円増となっています。人件費は４千万円増加
しますが、十周年事業の費用が約２千万円減少しています。
（３） 利用料収支については、光熱水費が値上げにより３百万円の赤字を見込んでいます。
（４） ワークショップハーモニーの就労事業収支は、ハーモニーガーデンの売上が未定のため、
前年とほぼ同額の千４百万円の赤字を見込んでおります。ハーモニーガーデンの営業が軌道
に乗り、豆富の三鷹市学校給食納入が本格化すれば、大幅な赤字削減が実現できる可能性が
あります。
（５） 運営・利用料・就労を合計した経常収支は約５千万円の黒字を見込んでいます。
（６） 資金収支予算は、新規事業を停止しているため、黒字が確保できる見込みです。
以上のような事業計画と予算で、利用者支援と事業運営の向上を目指してまいりますので、皆様
のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
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社会福祉法人にじの会 年間行事予定

●主な行事
９月２７日（木）
１０月

６日（土）

スポーツ大会（武蔵野総合体育館）
文化行事（大沢コミュニティーセンター）

１１月１０日（土）

にじの会まつり

１２月２４日（祝）

クリスマス会

１月１１日（金）

成人式

１月２６日（土）

公開講座

●帰省休業期間
４月２９日～５月

５日

５月連休

８月１１日～８月１８日

夏休み

１２月２８日～１月

４日

正月帰省

●施設家族連絡会
６月１６日（土）

参観日

９月１５日（土）

午後全体会

１２月

８日（土）

３月２３日（土）

参観日
午後全体会

『にじの会便り 41 号』

定価

30 円

発行所：特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会
〒157-0073

東京都世田谷区砧 6-26-21

編集人：社会福祉法人にじの会
〒181—0015 東京都三鷹市大沢 1-6-3 TEL：0422-39-2411 FAX：0422-39-2412
ホームページアドレス：http://www1.parkcity.ne.jp/niji/
仙川沿いの桜
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