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新年おめでとうございます
にじの会理事長

石崎 優仁

平成２６年の新しい年を皆様はどのように迎えられたでしょうか。にじの会では、施設開所から
丸１０年が経ち、次の１０年の第一歩を踏み出す年になっております。
昨年は、５年前から具体化してきた障害者制度改革が、障害者基本法の改正から障害者虐待防止
法、障害者総合支援法、障害者優先調達法、障害者差別解消法の制定と進み、ついに「障害者の権
利条約」の批准が１２月になされるという画期的な年になりました。「障害者が社会の一員として
他の人と同様の生活が保障される」ための制度的な整備がなされたものです。今年からは、内容の
充実が大きな課題であると認識しております。
にじの会では、２年前から「障害者が地域社会の一員として年齢相応の普通の生活ができる事」
を支援目標とし、必要な環境や資源の提供と自発的な参加の推進を重点にした支援の実施を進めて
きました。昨年末からは、地域生活に必要なサービスの利用計画の設定とサービス資源の紹介を行
う相談支援事業を開始して、施設内だけでなく地域での生活全体をサポートする事に取り組んでき
ています。
また、障害者就労支援の事業では、障害者優先調達法や障害者法定雇用率ｕｐの追い風と地域ネ
ットワークの拡大を通じて、ハーモニー・未来工房の食品・レストラン事業の売上の大幅増加と多
くの障害者の企業への就職を実現してきています。地域での働く場の確保と充実が徐々に定着しつ
つあります。
３年前から取り組んでいる障害児の放課後等デイサービス事業では、家族にも児童本人にも大き
な負担になっている学校の長期休暇中のサービス提供が課題でしたが、昨年の夏休みから日中活動
の提供を始めています。生き生きとした児童の笑顔が増えてきています。
にじの会の１０年の歩みの中で、地域の障害者・児に必要な福祉サービスをできるだけ提供する
ために、多くの方々のご支援を頂きながら上記のような努力をしてきましたが、現在でも多くの課
題が残されています。まず、地域生活の場であるケアホーム・グループホームの不足があります。
また、利用障害者の高齢化に対応し生活の場の確保や医療ケア体制の整備が必要になりつつありま
す。次の１０年の歩みの中で、これらの課題の解決に取り組んでいかなければと思っております。
東日本大震災からまもなく３年になろうとしています。東京の大地震への防災対策はますます強
化していく必要があります。また、大災害をもたらす原発の再稼働を防ぐためにも、地球温暖化防
止のためにも省エネルギーの取組が不可欠と思います。地域市民の一員として、にじの会も防災や
環境保全の努力を引続き実施してまいります。
地域の一員として、利用者もスタッフも法人も成長し定着していけるよう努めてまいりますので、
引き続きご指導ご支援の程よろしくお願い申し上げます。
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第１１回にじの会文化行事報告

昨年 11 月 2 日（土）大沢コミュニティーセンター体育館で第 11 回にじの会文化行事が行われま
した。今回のメインテーマは「音楽を通して東北の被災地へ応援の声を届けよう」でした。
第 1 部は東北の民族歌舞団わらび座による岩手の作家宮沢賢治の名作「セロ弾きのゴーシュ」のミ
ュージカル。一人何役もこなす役者さんたち、舞台と観客が一体になって盛り上がりました。

参加者の声
＊わらび座は素晴らしかったと思います。最後まで飽きることなくひきつけられました。あんな楽
しいミュージカルならば、いつでも見たいと思いました。
＊演劇はとても面白かったです。利用者の方もとても楽しんでいました。一般の方にもっと来ても
らえたら一緒に楽しめたのではないかと思いました。
＊セロ弾きのゴーシュは歌あり、ダンスもあり視覚的に大いに楽しめたが内容は難しかった。
第 2 部は地域の音楽交流会。コカリナ木の精のみなさんとにじの会のメンバーが一緒に歌や踊りを
楽しみました。

参加者の声
＊手づくりの文化行事で地域の方が参加でき、良かったです。楽しい雰囲気で盛り上がりのある場
面が多かったと思います。
＊外作業のバンド演奏が昨年よりも上達していてびっくりしました。素晴らしかったです。
＊最後みんなで「もみじ」を歌った際、感動して涙を流す利用者がいて、それを見て感動しました。
＊前半、後半とも良かったと思います。地域の方や家族の方も多く来場され良かったと思います。
障害者も地域の住民としてみんなと一緒に生活していこうと願っているにじの会の公演趣旨に、
大沢住民協議会が全面的に協力して頂いたことに深く感謝申し上げます。
（文化行事担当：比企通男）
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第１０回にじの会まつり報告
第１０回にじの会まつりが、以下のように開催されました。楽しいプロフィールが一杯です。
日時：平成 25 年１１月２３日（土）１１：００～１６：００
場所：大沢にじの里
内容：模擬店・バザー・ゲーム・施設活動発表
イベント：遊星（エイサー）・だるチャンプロデュース・明治高等学校中学校マンドリン部
バルーンアート・東京女子体育大学ＢＥＡＮＳ（チアリーダー）
亜細亜大学軽音楽部（ＪＡＺＺ）
【模擬店・バザー】焼き鳥・赤飯・焼きそば・からあげ・豚汁・焼売・フランクフルト等

焼き鳥

完売しました！

ご家族と楽しく飲食①

ご家族と楽しく飲食②

だるチャンプロデュース

利用者による和太鼓演奏

【イベント・施設活動発表】

遊星（沖縄エイサー）

芸術公開制作（館内）

にじの会コーラス隊による合唱

バンド演奏

１１月下旬ということもあり、やや肌寒い気候の中の開催となりましたが、今回もたくさんの地
域の皆様に参加していただくことができました。ご協力ありがとうございました。次回も後援会や
地域の方々と力を合わせて、心温まるような内容を企画・実施していきますので、宜しくお願い致
します。
（にじの会まつり担当：佐藤智観）
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第９回公開講座報告
「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～

１月１８日（土）に「障害者総合支援法の動向と今後の展望」を主題として、「これからの障害
者の地域自立生活に向けて」というテーマで開催致しました。当日は、福祉関係者や近隣の方々を
中心に、約８０名の方が参加されました。今回は昨年の 4 月より施行の障害者総合支援法について、
これまでの動向と現状を知り、今後の方向性を考える機会となりました。
第１部の基調講演はテーマに沿って、自立生活センターＳＴＥＰえどがわ事務局長の今村 登氏
から障害者制度改革の経緯について具体的な説明があり、残された９つの検討規定が重要になると
の指摘がされました。参加された方からは「障害者権利条約と障害者基本法の改正ポイント、障害
者総合支援法の成立の方向性がよく理解できた。」と感想が寄せられました。
第２部はテーマに沿って、重要事項の個別報告として「にじの会」の主任より、①障害支援区分
②グループホーム・ケアホームの一元化 ③意思決定支援について支援現場の報告があり、今村氏
の補足意見もあって密度の濃い講座内容となりました。また、参加された方からの質疑や意見の交
換が行われました。アンケートでは「新法下における、にじの会の現場での支援の現状がよくわか
った。」という感想が寄せられました。
最後に、日本社会事業大学特任教授・にじの会監事の佐藤久夫氏が「改革の実行モニタリングと
検討規定や差別解消法の具体化が今後の課題であり、障害者の権利条約の内容をしっかり確認して
いく事が重要になる」と今回の講座のまとめをされました。

今村登氏の基調講演

重要事項の個別報告と佐藤久夫監事のまとめ

講演者の皆様には、大変分かり易くお話いただき、予定した２時間半を超過するほどでした。ま
た、ご参加の皆様のアンケートでは、「テーマを十分に共有できた」というご意見が多くいただけ
ました。これからも、共に学び合える場として「にじの会公開講座」を続けていきたいと思います。

（研修委員会：田中克樹）
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相談支援事業の実施状況報告
平成 25 年 12 月１日に約半年の準備期間を経て「相談支援事業所にじネット」「相談支援事業所
にじアート」が開所しました。
障害者相談支援事業が抜本的に改正され、障害児相談支援事業
も創設されることを受けて、相談支援事業が障害福祉サービス
の基盤として動き始めて 1 年半が経過し、にじの会としても多
種多様なニーズに応えるべく、本事業を開始するに至りました。
開所スタート月はひとつひとつの業務が勉強の連続でした。
個別支援計画とサービス等利用計画の相違性の説明や各自治体
毎のサービスの特色や外部資源の状況や内容を調査、利用者を
始めとした家族及び各関係諸機関との連絡調整など、多岐に亘
る業務ひとつひとつが新鮮であり、本事業の重みをあらためて
相談支援事業所
じる・・そんな１ヶ月でした。
にじネット にじアート 分室
当法人では今年度より新たな個別支援計画の設定内容をスタートしましたが、「利用者がエンパ
ワメントしていくことを支援する」
「利用者の生活の質の向上」
「ノーマライゼーションの実現」と
いう視点を通じて、アセスメント～支援計画の設定を行なってきました。それは取り巻く環境の重
視や資源の活用を積極的に行うことで、その人自身の生きる力をさらに拡げるといった考え方によ
って、現在の支援の実践に活かされています。
今回の相談支援事業におけるサービス等利用計画を設定するにあたり、その人自身の取り巻く環
境の強みを活かしながら、各関係諸機関とスムーズに連携して
いくことで 12 月は 9 名のサービス等利用計画を作成させて頂く
ことが出来ました。1 月以降も 10 名前後の利用者のサービス等
利用計画を順次作成していく予定で、3 月には指定障害児相談支
援事業も開始します。また、利用計画を作成するだけでなく、
その計画が利用者のニーズに沿ったものであるか点検する作業
「モニタリング（継続サービス利用支援）」も必要になります。
モニタリングを通じて、必要なニーズや資源の活用状況などと
いった利用計画の内容を一緒に確認し合っていきます。
相談支援専門員デスク

サービス等利用計画は、利用者一人一人の将来を見通していく計画になります。利用者の方の経
験を踏まえて、様々な資源を活用しながら利用計画を作成していく作業と並行して、本人自身が理
解し、わかる情報を伝えること、権利擁護の視点や各自治体のストレングス、相談支援専門員の中
立性などは、非常に重要なキーワードとなります。利用者がどのような支援の状況や内容なのか、
その状況に対して、支援上どのような課題があるのか、といったアセスメントを通して、その方の
ニーズを様々な資源の関係者と相談していきながら分析し、サービスを展開出来るようにしていく
ことが非常に重要です。そのためには、相談支援の経験だけでなく、スキルをも高めていき、質の
高い計画作成、すなわち利用者一人一人のエンパワメントを高められる内容を目指していき、必要
な資源を創出するソーシャルアクション出来る力も獲得できるようにすることも必要です。創意工
夫を活かした相談支援体制とサービス等利用計画の作成を通じて、利用者の方が地域で生き生きと
充実して暮らせる地域づくりをサポートしていきます。
（相談支援事業担当：新津健朗）
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年末年始の帰省期間旅行
平成２５年１２月３０日（月）～翌２６年１月２日（木）までの年末年始３泊４日で帰省期間旅
行を実施致しました。参加利用者 4 名、付添スタッフ 3 名の合計 7 名で千葉県南房総市の岩井海岸
にあるグランビュー岩井（コンドミニアム）に宿泊し、大房岬へのピクニックや館山の神社に初詣
に行き楽しい年末年始を過ごしました。また、今回は元コックのスタッフが同行し調理を担当しま
した。大晦日の年越しそばや元旦の朝食の雑煮、夕食のすき焼きなど年末年始にふさわしい食事を
参加した皆さんに楽しんでいただきました。連日、ポカポカとした暖かい天候に恵まれ、行き帰り
は東京湾アクアラインを利用し、海ほたるで昼食休憩をし、帰りは都心に入ってから一般道を通
って、銀座、皇居、外苑をドライブして帰ってきました。

（帰省期間支援担当：池本斎生）

年末年始の帰省期間日中活動
平成 25 年 12 月 30 日（月）に帰省期間日中余暇外出を実施致しました。参加者は利用者４名、
付添スタッフ 3 名の合計 7 名、大沢にじの里を 10 時過ぎに出発して、まずは腹ごしらえです。11
時の開店に合わせて「ステーキハンバーグ＆サラダバーけん国分寺店」に行き、ハンバーグやステ
ーキなどのメインメニューの他、サラダバーやドリンクバー、スープやカレーライス、アイスクリ
ームの食べ放題を堪能しました。昼食には時間が少し早かった為、他のお客さんがおらず、貸し切
りの店内でゆったりと食事を楽しむことが出来ました。

食後は「イオンモール武蔵村山店」でお買い物。年末ということもありかなり混雑していました
が、店内はお正月のお飾りや年末セールなどが開催されて賑やかな
雰囲気です。広大な店舗内を散策しながらウィンドウショッピング
を楽しまれた後は、テラスにてドーナツを召し上がりながらの休憩
です。その後はゲームセンターを覗いたり、本屋さんにてお気に入
りの本を購入されたりと利用者の皆さんはそれぞれお買い物も満
喫されていました。お天気にも恵まれ、皆さんの笑顔がいつも以上
に晴れやかな一日でした。
（帰省期間支援担当：横倉忍）
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クリスマス会
昨年の１２月２３日（月）祝日、クリスマス会が開催されました。
サンタに扮したスタッフが各フロアーを巡り、クリスマスのプレゼント配りが始まると突然やっ
て来たサンタに皆さんがビックリ、でもプレゼントを手に取ると笑顔が見られホッとしていました。
ランチは今年も素敵なクリスマスメニューでビーフシチュー、ローストチキン、野菜のゼリー寄せ
と見た目にも、食べても特別な日を感じ取ることのできるメニューでした。
そして、美味しいランチと共に沖縄民謡をベースにした曲を歌う“アーバンケージュさん”に耳を
傾けながら食事の時間を楽しみました。
午後のクリスマス会は、にじの会のクリスマス会での演奏を楽しみにされていた“Kiyomi＆Issei
さん”と“ソウルスターさん”のライブが行われました。利用者の皆さんにも馴染み深いアニメの
歌を一緒に前に出て歌ったり、楽しく愉快な歌と演奏で会場は熱気に満ちていました。
（クリスマス会担当：池田享）

第１１回にじの会成人式
今年の全国の成人者１２１万人の中で、にじ
の会を利用されている６名の方の成人をお祝い
する式典「平成２６年成人式」が１月１０日（金）
行なわれました。今年、新たに成人となられた
のは、浅川哲也さん、蔀大輔さん、笠井雄太さ
ん、降旗和也さん、四宮晃浩さん、西山恭司さ
んです。おめでとうございます。
今後、ますます飛躍し、皆様がご活躍される
ことを期待します。
（成人式担当：池田享）
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平成 25 年にじの会表彰式
昨年 12 月 27 日、平成 25 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。

運営功労賞(2 グループ)
(1)就労移行支援事業
内貴健二・小木曽淳・佐藤美絵
(2)相談支援事業
新津健朗・田中克樹・坂野健司
山田早人
優秀勤続 5 年賞受賞者(7 名)
小埜眞理子・萩谷美保子・堀江利枝・松本修次・
丸山耕太郎・村上道代・吉田賢司
優秀勤続 10 年賞(11 名)
川頭愛・近野八重子・坂野健司・清水宏一郎・清水美和・田中克樹・田村みさこ・時田秀明
内貴健二・新津健朗・前田健一

社会福祉法人にじの会

第７期役員・評議員のご紹介

第７期の役員・評議員は以下の方々が選任されました。宜しくお願い致します。
（任期：平成２５年１０月３１日～平成２７年１０月３０日）
理事長
理事

監事
評議員

石崎
比企
栗原
諏訪
千葉
石崎
飯田
清水

優仁
通男
久邦
拓
啓
明
真喜子
宏一郎

河野
蛭川

頼雄
武人

三上
石崎

君子
茂子

松田
新津

佐藤
田村
河部
田中

久夫
清
弘行
克樹

遠藤
飯野
坂野

典子
龍二
健司

平 眞紀子
内貴 健二
下山 唯人

『にじの会便り 48 号』

博雄
健朗

定価

50 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
園内に咲くはなかいどう

〒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/
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