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        あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます    

                        社会福祉法人にじの会理事長社会福祉法人にじの会理事長社会福祉法人にじの会理事長社会福祉法人にじの会理事長    石崎石崎石崎石崎    優仁優仁優仁優仁    

 

 平成２５年の新年を皆様いかがお迎えになられたでしょうか。 

昨年末の総選挙で自民党が大勝し安倍政権がスタートしました。今年４月から障害者総合支援法

が施行されますが、障害者福祉を取り巻く環境は厳しさを増す可能性もあります。しかし、国連の

「障害者権利条約」批准の方向は決して変えてはいけないものであり、障害者の社会参加を着実に

進めていく事が求められていると考えております。 

 

 にじの会では、昨年から利用者支援の基本目標を「障害者が地域住民の一人として年齢相応の普

通の生活をすることができるように支援する」事としました。普通の生活のために必要な環境や社

会資源を提供する事と本人の長所や好きなことを伸ばし広げていく事を支援の重点とし、本人の能

力向上を目標とするそれ以前の教育訓練的支援を廃止したものです。この方針に基づき、昨年秋か

ら本人・家族と協同して個別支援計画を再構築しておりますが、人権擁護活動や障害者虐待防止法

施行と相俟った障害者の権利擁護の方向と合致する利用者支援が、にじの会でも始められつつあり

ます。今年は、この方向をしっかりと定着させる事が重要課題になります。 

 

 昨年１１月末に東日本大震災の被災地を宮城県石巻市から岩手県大船渡市まで訪問しました。陸

前高田市や南三陸町等の海岸沿いの町はやっと瓦礫の片付けが終わったところで、本格的な再建は

これからの状況ですが、大津波の爪痕が場所により海抜３０ｍ位まではっきりと残されていました。

避難訓練通りに避難し全員無事だった海岸沿いの小学校と高台の場所を過信し十数名の犠牲者を

出した隣の中学校の例なども話を聞かせていただきました。防災対策の準備とその実践が震災被害

の最小化のカギであることを実感いたしましたが、直下型大地震が近づいている折から、震災対策

の準備と実践訓練の徹底を今年の重要課題と位置付けております。 

 

 以上のように、今年もにじの会は、変化する環境の中でも「安全・安心」と「社会参加」を利用

障害者の方々に保障していけるように努めるとともに、地域社会の一員としての役割を果たしてい

きたいと考えております。 

 皆様のご支援とご指導を、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

ＳＳＫＲ  

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    にじの会にじの会にじの会にじの会    

                            理事長理事長理事長理事長    石崎石崎石崎石崎    優仁優仁優仁優仁    

〒181-0015 東京都三鷹市大沢１－６－３ 

           TEL 0422-39-2411 

           FAX 0422-39-2412 

ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：http://www1.parkcity.ne.jp/niji/http://www1.parkcity.ne.jp/niji/http://www1.parkcity.ne.jp/niji/http://www1.parkcity.ne.jp/niji/ 

 

ににににじじじじのののの会会会会    だだだだよよよよりりりり    
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第９回にじの会まつり  

「あらためて感じた、人のつながり」    

 第９回にじの会まつりは前回から 2 年ぶりの開催（昨年度は法人設立十周年記念行事でお休み）

となりました。後援会や地域の関係者のみなさまには大いに助けていただき、楽しく成功裡に開催

できました。この場をお借りしましてお礼を申し上げます。 

 さて、１１月１０日は快晴となりました。夏から準備し

ていた各イベントボランティアさんとの交渉や新聞･

CATV・広報そして町会の掲示板等の各種媒体への告知活

動、後援会でのバザー・模擬店準備等々、すべての準備作

業に関わった人たちの努力が報われました。 

後援会主催のバザー・模擬店に関しても 2 年振りの実施

となり、心配の言葉が聞かれる事もありました。しかし実

際には商品の値付け・模擬店備品準備・販売と手馴れた様

子で、バザーの売上に関しましては、ここ数年でもトップクラスとなりました。後援会の皆さんの

ご協力は勿論、バザー品を提供していただいたご近所のみなさんやご家族の皆さんの協力があって

の結果だと思われます。 

 今年のにじの会まつりは三上理事の挨拶から始まり

ました。今回のにじの会まつりでは、イベントボランテ

ィアさんも“地域密着”を色濃く反映したプログラムと

なりました。ボランティアセンターからのご紹介で出演

の運びとなった各個人・団体の皆さんには、本当に感謝

しています。民謡の篠田さん、日本舞踊のわかば会さん

は場慣れした歌声・舞を披露していただき、“和”のテ

イストたっぷりに会場をひとまとめにして頂きました。

遊星さんは 10 人近くでの参加で、リズミカルで力強いエイサーの音楽、またブラックペッパーさ

んのポップなダンスも、会場の皆さんに沢山のパワーを届けてくださいました。 

にじの会利用者による発表も“パワー”といった点では負けていなかったようです。これから地

域の各イベントでお目にされる機会も増えると思いますが、その際は応援をよろしくお願いいたし

ます。イベント終盤では、もはや出演グループの常連となっている“東京女子体育大（BEAMS）”

によるエキサイティングなチアリーディングがありまし

た。ラストはフィナーレに相応しく、ついつい身体が動い

てしまって、いつまでも余韻を感じていたい阿波踊りでし

た。多くの方が一つの楽曲で一緒になって踊る姿に、ちょ

っとした感動を覚えたのは私だけでしょうか？その踊り

の“輪＝和”が、これからどんどん大きく強い結びつきに

なっていったら…とても素敵な事ではないでしょうか。こ

れからもよろしくお願いいたします。 
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障害者美術展障害者美術展障害者美術展障害者美術展・参加報告・参加報告・参加報告・参加報告    

 

昨年末から今年の１月２０日まで、外神田のアーツ千代田３３３１においてポコラート全国公募

展Ｖｏｌ.３が開催されました。この展覧会は千代田区主催ですが全国公募で、大変注目されてい

るコンクールです。全国から1,332点が寄せられ、そのうち214点が入選。にじアートからは金崎将

司さん・高橋信之さんの２名がめでたく入選となりました。また金崎さんの作品は、１２月２６日

にＮＨＫ総合テレビ「こんにちはいっと６けん」でポコラート展の特集が放映された際にも詳しく

紹介され、更に審査員賞の一つである「福住賞」に選ばれています。 

 

 

その他にも東京都障害者総合美術展・三鷹市しょうがい者作品展など様々な活動を展開して来ま

したが、これらの対外的な美術活動は多くの方々に自作を見て頂ける事を実感する良い機会になる

と同時に、多くの他出品者の作品鑑賞や交流、また現地での食事等も含めた社会参加の機会となっ

ています。 

     

 

 

                                                                                                                    

    

上記５点：東京都障害者総合美術展入上記５点：東京都障害者総合美術展入上記５点：東京都障害者総合美術展入上記５点：東京都障害者総合美術展入

選選選選作作作作。池袋の西武デパート本店で展示。。池袋の西武デパート本店で展示。。池袋の西武デパート本店で展示。。池袋の西武デパート本店で展示。 

 

 

今後も利用者の自立と社会参加を図る一つの有効な支援方法として、こうした対外的活動を

も含めた美術活動を推進していきたいと考えています。その人がその人らしく生きようとする

とき、障害は乗り越えるものでも、克服するものでもありません。障害をそのまま受け入れ、

その世界にこちらから飛び込んでいく。自己表現を尊重し、個々が掛け替えの無い存在である

事を利用者自ら実感して頂く為のお手伝いをしたいと考えています。  （美術担当：千葉） 

金金金金崎将司：ポコラート「福住賞」受崎将司：ポコラート「福住賞」受崎将司：ポコラート「福住賞」受崎将司：ポコラート「福住賞」受賞作：賞作：賞作：賞作：    

 

高橋信之：高橋信之：高橋信之：高橋信之：ポコラート入選作ポコラート入選作ポコラート入選作ポコラート入選作    
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「障害者虐待防止法」と「にじの会の取り組み」「障害者虐待防止法」と「にじの会の取り組み」「障害者虐待防止法」と「にじの会の取り組み」「障害者虐待防止法」と「にじの会の取り組み」    

  

日本政府が国連の障害者権利条約の批准に向けて、当面５年間を障害者制度改革の集中期間とし

て２０１０年から動き出し、今年２０１３年はその４年目に入ります。障害者の方々が、あらゆる

分野で社会から分け隔てられることなく地域で暮らせるよう、政府による法制度の整備が取り組ま

れ、‘１１年には「障害者基本法の改正」、‘１２年には「障害者自立支援法」に変わる「障害者総

合支援法」が制定され、１０月からは「障害者虐待防止法」（‘１１年６月制定）が施行されました。 

この「障害者虐待防止法」の目的は、障害者に対して虐待が尊厳を害するものであり、自立及び

社会参加をしていく上で虐待は決してあってはならず、虐待の防止と支援に関する施策の促進、障

害者の権利利益の擁護に資することと謳われています。そして、障害者の方々を対象にした私たち

施設従事者においての虐待となる行為として、①「身体的虐待」（暴力や体罰など）、②「性的虐待」

（性的な行為やその強要）、③「心理的虐待」（脅し、侮辱などの言葉や態度など精神的に苦痛を与

える行為）、④「放棄・放置」（食事や排泄、入浴など身辺の介助をしない・医療を受けさせないな

ど）、⑤「経済的虐待」（本人の同意なしに（あるいはだますなど）財産や年金、資金を使用するな

ど）と、大きく「５つの項目」が明示されています。更にこの様な虐待行為を受けていると思われ

る障害者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報しなくてはならないという「通報義務」も明示

されています。 

 その様な中でにじの会では、‘０９年より「人権擁護委員会」を支援スタッフで設立し、権利擁

護に関する意識や基準などに職員間での隔たりを無くすため、必要な取り組みを実施してきました。 

まずは職員が支援現場における権利侵害や虐待の防止を目的に、これを通じて権利擁護に関する 

基本的な考え方や虐待の定義などの価値や基準を明文化した、「消極的権利擁護マニュアル」（日本 

社会福祉士協会「行動規範」の考え方を参照）を作成し、上記の虐待となる行為の５つの項目に 

も沿った職員全体の意識調査、チェックシートやアンケートを実施し、各事業所の集計・全体研修 

での報告会による振り返りを定期的に行なってきました。 

次に日ごろの支援の中で権利擁護の観点から、改善すべきことや疑問に思うことや悩んでいるこ 

とがあった場合に気軽に話し合える媒体として「人権気付きメモ」を設置し、実際に職員が対応に

迷っている事例を取り上げ、より実践的な判断基準や具体的な対応策を職員の全体研修でのグルー

プワークでまとめ、それを提示した「支援に関するガイドライン」を作成し、活用してきました。 

 そして、スタッフ向けに権利擁護に関する様々な情報を提供するため、人権擁護委員会の活動報

告、障害者権利条約に関わる制度改革の情報、利用者からの声、権利擁護に関わる最新ニュース、

研修や図書の案内などを掲載した「じんけん通信」を毎月１日に発行してます。 

また年間を通じた定期的な職員全体研修では、人権擁護に関わる外部団体の方を講師にお呼びす

るなどの研修も実施しています。 

更に国の今年の重要課題として「障害者差別禁止法（仮称）」が制定されることになっています。

この法律は、どのような行為が障害を理由とする差別に当たるのかの「ものさし」を示し、社会の

最低限度のルールを明らかにするものです。 

今後はこの度厚生労働省から提示された「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と

対応の手引き」を基に、にじの会「消極的権利擁護マニュアル」や「倫理綱領」・「行動指針」など

を職員の全体研修や各事業所・部署での定例会議で検討・見直すと同時に、風通しの良い施設環境

作りと虐待防止への意識と実践を更に強化できるよう継続して取り組んでいきます。 

（大沢にじの里：清水宏一郎） 
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企業就職実績

0

2

4

6

人

男性 2 2 3

女性 3 2 2

計 5 4 5

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

障害者の地域自立生活に向けて障害者の地域自立生活に向けて障害者の地域自立生活に向けて障害者の地域自立生活に向けて    －就労支援の取組－－就労支援の取組－－就労支援の取組－－就労支援の取組－    

ハーモニーハーモニーハーモニーハーモニーAAAA 型の実績と課題型の実績と課題型の実績と課題型の実績と課題 

平成 24 年度に入り、ワークショップハーモニー就労継続支援事業Ａ型では、ハーモニーガーデ

ンがオープンしました。以前には経験したことのない忙しさを利用者の皆さんは経験し、接客の量

をこなしながら必要な力を付けてきています。また、豆富工房では三鷹市内の学校給食の注文が増

えました。現在、小学校６校、中学校４校からご注文をいただいています。国産丸大豆１００％に

こだわり、よい品を出来るだけ廉価で販売していますが、商品のアピールポイントがなかなか外部

の方々に伝わらずまだまだ販売促進をしていかなければなりません。学校給食の生産で、多い日は

４百丁以上も納品するまでになりました。そのような中で見えてきたことは、生産数の増大で豆富

を作る機会が増え、利用者の生産力がアップしました。任せられる作業が増え、自分たちで作ると

いう主体性の中で自信が付き、就労に対する意欲や責任感が向上したのです。 

 優先調達法の施行で、需要拡大による安定が期待されることでしょう。しかし、商品を購入され

る消費者の立場になって考えますと、やはり一般企業と同様に競争原理の中で切磋琢磨して、より

良い商品を作っていかなければ勝ち残れないということは確かだと思います。そうなりますと、よ

り積極的に宣伝をし、徹底した品質管理でどこにも負けない商品を出していくことが重要になりま

す。利用者の生活を支える就労の場として、また、就労を通して自立に繋げていかれるようにして

いきたいと考えております。              （就労継続支援事業Ａ型  池本斎生）  

    

就労移行支援の実績と課題就労移行支援の実績と課題就労移行支援の実績と課題就労移行支援の実績と課題    

就労移行支援事業は、一般就労を目指す方が仕事力と社会性を身に付けて、自信を持って就職で

きるよう支援するサービスを提供しています。また、就職後も継続して働き続けることができるよ

うに地域の関連機関と連携し、生活面も含め、支援しています。平成 19 年 11 月に事業を開始（定

員８名）し、ようやく一昨年度から就職の実績が上がってきました（下部グラフ参照）。一方、事

業としては、利用者さんが就職されると新たに次の利用者さんに利用していただかないと収入面で

成り立たなくなります。今年度の事業計画にも「新たな利用者を安定して確保する」を上げており、

それに向けた取組として、就労継続支援事業Ａ型も含め、ワークショップハーモニーで行っている

事業を理解し、利用につなげていただくために「ハーモニー見学会」を７月から毎月１回以上のペ

ースで開催し始めました。個別対応の見学も含めると、これまでに 100 名以上の方に来ていただき、

14 名が実習を行い、４名の方が利用につながりました。また今年度、初めて見学に来ていただい

た機関（企業・学校等）も増え、裾野は

確実に広がったと思います。障害も知的

の方だけではなく、精神や身体の方（重

複の方を含む）も受け入れており、今後

は発達障害をお持ちの方の受け入れも

行うことができるよう、スタッフの力も

付けていきたいと思います。 

（担当：内貴健二） 



1992 年 4 月 17 日第三種郵便物認可（毎月 3 回７の日発行） 

               2013 年 1 月 23 日発行 SSKR 増刊通巻第 6787 号               

6 

クリスマス会クリスマス会クリスマス会クリスマス会報告報告報告報告    

昨年の１２月２４日（月）祝日、クリスマス会が開催されました。 

行事担当者として、今回はコンセプトを“おもてなし”

とし、会場の装飾に力を注ぎました。 

利用者の皆さんがクリスマスランチを召し上がるダイ

ニングルームは、クリスマスムード一色の煌びやかなモ

ール等で装飾。そしてクリスマスメニューは、献立担当

者が案を考え、厨房のスタッフの方が腕に縒りを掛けて

下さった豪華なメニューが提供されました。ランチを召

し上がりながら、文化行事にも出演された“心の唄バン

ド”の歌と演奏を楽しまれました。そして、いよいよ午

後にはクリ

スマス会ゲ

ストの歌と演奏の鑑賞です。 

 ゲストは“長谷川繁＆Groovin’Souls”です。素晴ら

しいハーモニーを奏で、楽しんでいる歌い手の気持ち

が利用者の皆さんに伝わっているのが感じ取れるほ

ど会場全

体が一体

となりま

した。 

続いて、

この日が

来るのを楽しみにされていた Kiyomi＆Issei のお二人

のリズミカルで乗りの良い洋楽の歌と演奏で、たくさ

んの方がゲストの横に出てダンスをして盛り上がり

ました。 

ところで、皆さんのところに届いたクリスマスプレ

ゼントは何でしたか・・・？ 

来年もサンタがソリに乗ってやって来るといいですね！ 

 

             第１０回にじの会成人式                    

 

１月１１日（金）、にじの会成人式が行わ

れました。今年の新成人は１２２万人で男性

が６３万人、女性が５９万人です。そしてそ

の中で、にじの会を利用されている岡部亮佑

さん、玉栄大樹さん（お二人方は大沢にじの

里生活介護）、橋本陽さん（にじアート生活

介護）、丹羽隼人さん（未来工房にじ）の４

人の方が新成人となられました。式典中は緊

張をされていましたが、写真撮影では喜びで

笑みが見られました。大人の仲間入りとなら

れた皆さまが今後飛躍され、ますますご活躍

されることを期待しています。 
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にじにじにじにじアート日帰り旅行アート日帰り旅行アート日帰り旅行アート日帰り旅行    

 昨年 10 月 26 日、まさにピクニック日和の気持ち良い快晴の中、横浜市の「こどもの国」に行

ってきました。到着するとまずは園内の牧場に行き、全員で牛の乳搾り体験をしました。目の前に

現れた大きな牛の迫力に驚かれた方も、牧場のお姉さんに教わりながらおそるおそる手を伸ばし、

ピューっと上手にミルクを搾り出していました。生まれたての仔牛も見ることができ、普段はなか

なかできない貴重な体験ができました。 

昼食はみんなの投票で中身を決めたハーモニー特製のお弁当を、ベンチや芝生の上でおいしくい

ただきました。グループに分かれてからは、動物園でかわいいうさぎや孔雀に出会ったり、アスレ

チックで遊んだり、園内を散策して吊り橋を渡ったりと思い思いに楽しみました。たくさん歩いた

後に食べた搾りたて牛乳ソフトクリームのおいしさは格別だったようです。自然に囲まれて一日楽

しみ、心もカラダもリフレッシュして帰ってきました。 

  

  

 

 

 

 

 

    

平成平成平成平成 24242424 年年年年にじの会にじの会にじの会にじの会表彰表彰表彰表彰式式式式    

 

昨年 12 月 27 日の全体研修会に引続き、平成 24 年にじの会表彰式が行われました。受賞者は以

下の通りです。（敬称略） 

 

☆☆研究功労賞☆☆ 

ハーモニーガーデン 

（諏訪 拓 田村 理美 大須賀 修子 

中川 崇  迫田 拓也  長岡 絵美） 

スタッフ一同知恵を絞ったメニューや

運営の研究を重ねてきた事が評価され

受賞となりました。 

☆☆優秀勤続十年賞☆☆  

飯野 龍二   

にじの会初めての優秀勤続十年賞の受       

賞でした。 

☆☆優秀勤続五年賞☆☆ 

下山 唯人  須藤 大樹  中村 久美  渡沼 晃子  志賀 洋祐  小木曽 淳 
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      皆様のご参加をお待ちしています。 

第８回 にじの会公開講座 

「障害者総合支援法と今後の障害者施策のあり方 

 ～これからの障害者の地域自立生活に向けて～」 

 

 今年度の公開講座は、上記のテーマで当法人の監事を務めて頂いている日本社会事業大学教授の

佐藤久夫先生に基調講演をお願いし、その後のパネルディスカッションにおいては身体障害者団体

から「障がい者地域自立生活支援センターぽっぷ」代表の宮城永久子氏、精神障害者団体からは「社

会福祉法人巣立ち会」施設長の大野通子氏をお招きして、三鷹市健康福祉部調整担当部長の高階豊

彦氏とにじの会の石崎理事長を交えて、私たちの暮らす地域において実際にどのように対応し、ま

た制度としてどう活かしていけるかを話し合い、さらには地域から新たに提言できればと考えてい

ます。 

 今回成立した障害者総合支援法は、正式名称は「地域社会における共生の実現に向けて新たな障

害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」です。２００６年からの障害者自立

支援法が「応益負担」や「障害程度区分」による障害者の負担増等の問題を生じ、「実態調査や障

害者の意見を十分に踏まえず、多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を

深く傷つけた」として廃止され、それに代わるべきものとして障害者制度改革推進会議総合福祉部

会がまとめた「障害者総合福祉法の骨格提言」に基づき抜本的に変革して成立するはずのものでし

たが、一部改善点はあるものの実際には名称が変わっただけで提言がほとんど反映されていない法

律となっております。今後実際に現場がどう変わっていくのか、私たちも大きく関心を寄せざるを

えません。多くの方々のご意見を交流できればと思っております。 

 ぜひ、皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

    日時：平成２５年２月９日（土）１３：３０～１６：１０  

（開場１３：００） 

    場所：大沢にじの里 ２階ダイニングルーム 

     

入場無料 
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