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第第第第８８８８回公開講座報告回公開講座報告回公開講座報告回公開講座報告    

「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～  

 

２月９日（土）に「障害者総合支援法と今後の障害者施策のあり方」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。今回は今年の 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、日本社会事業大学教授・佐藤久夫氏に国の施策の経緯・方

向性等についてのお話を伺い、第２部はテーマに沿って①障がい者地域自立生活支援センターぽっ

ぷ代表・宮城永久子氏②社会福祉法人巣立ち会施設長・大野通子氏③社会福祉法人にじの会理事長・ 

石崎優仁氏④三鷹市健康福祉部担当部長・髙階豊彦氏の 4 名の当事者または当事者に近いパネラー

からの報告、そして地元行政より現状報告があり、密度の濃い講座内容となりました。また、参加

された方々からの活発な質疑や意見の交換が行われました。その後、佐藤教授がコーディネーター

として、講座のまとめをしていただきました。 

 

    

                

        基調講演               パネルディスカッション風景       

  

講演者・パネラーの皆様には、大変分かり易く熱くお話いただき、予定した３時間を超過するほ

どでした。ご参加の皆様には、テーマを十分に共有していただくことができたと思います。 

（研修委員会・田中克樹） 

 

 

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    ににににじのじのじのじの会会会会    

                            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    

    

Vol.Vol.Vol.Vol.45454545    



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 4 月９日発行 SSKR 増刊通巻第６８５５号             

2 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度にじのにじのにじのにじの会事業計画会事業計画会事業計画会事業計画    

                                    にじのにじのにじのにじの会理事長会理事長会理事長会理事長    石崎石崎石崎石崎    優仁優仁優仁優仁    

 

 障害者自立支援法から障害者総合福祉法への変革の流れの中で、障害者虐待防止法、障害者総合

支援法、障害者優先調達法が施行され、障害者差別禁止法の制定も予定されており、内容的には不

十分ではあるが、障害者がふつうの市民として生きる権利を実現していく方向は着実に進んできて

います。法制度の変更への対応を適切に行うとともに、提供しているサービスの質の向上と事業運

営の安定向上を図る事を事業計画の基本とし、以下の諸点を重点課題とします。 

 

（１） 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できる

ように支援する事」とし、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する利用者支援を実践する。その実践を具体化するため

に必要な資源や運営体制を確保できるように計画的に法人全体で取り組む。 

（２） ワークショップハーモニーの就労支援Ａ型事業は優先調達法を活用し学校給食等への販売

の拡大を進めるとともに、レストラン・ショップの連携強化により高品質な製品や料理の提

供により売上の大幅な増加を実現して、事業内容の充実と収支の改善を図る。 

（３） 就労移行支援事業は、高い就労実績を維持するとともに、利用者の安定的確保を図り、収

支の黒字化を実現する。 

（４） にじアート児童デイサービス事業は、利用児童の増員と出席率の向上を進めて収支改善を

図るとともに、支援内容の充実と安全確保を重視し、事業運営の安定を実現する。 

（５） 近づく大震災に備え、防災対策を強化する。事前の減災対策の推進と、発生時のＢＣＰ（事

業継続計画）の設定と予行訓練の実施により、実践の対応力を、個人も組織も身につくよう

にする。 

（６） 法制度の変更に対応する将来の障害者支援制度のあり方を検討し、必要な対応をとってい

く。特に、相談支援事業については、サービス利用計画を担当する指定特定相談支援事業を

25 年度中に開始する。障害児相談支援、一般相談支援については順次体制を整備していく。 

（７） 利用者の高齢化への対応については、医務・運動・給食を含めた総合的な機能維持支援を

進めるとともに、寝たきり状態になる利用者の生活支援の方法について基本方針を設定して

いく。 

（８） 開所 10 年を経過した大沢にじの里等の設備・車両等で老朽化しているものについて、省エ

ネや効率化・防災面を考慮した更新を実施する。 

（９）人権擁護については、障害者虐待防止法のマニュアルをベースとして支援の質の向上を進め、

虐待の発生を防止する。 

（１０）各事業所の運営に於いては、「安全・清潔・挨拶」を重視して取り組む。 

 

 以上の重点課題に基づき、各事業所や委員会・担当の事業計画を以下のように設定いたしました。 
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１１１１    大沢大沢大沢大沢にじのにじのにじのにじの里里里里    

1.11.11.11.1    施設入所支援事業施設入所支援事業施設入所支援事業施設入所支援事業    

1.1.1 生活１階（新津健朗） 

  新たな個別支援計画を実施するにあたり、さらなる内容の充実化を図るべく、計画的且つ効率 

的な余暇支援を実施していきます。並行して、環境・地域社会資源等の積極的な活用を通し、地 

域住民の一人として年齢相応の普通の生活が送れるように人権擁護の観点からも並行して、質の 

高い支援を展開していきます。また、安全衛生面及び防災対策の具体的な取組みも随時行ってい 

きます。 

1.1.2 生活２階（須藤大樹） 

  地域住民として普通の生活を送るにあたり、必要な環境設定や社会資源の活用に重点を置いた 

支援を実施します。更には、本人の好きな事を充実出来るよう生活時間の工夫を図り、安心した 

生活空間を提供します。また、防災対策や衛生面の強化を図る取組みも実施します。 

1.1.3 生活３階（河野頼雄） 

  昨年度は高齢化対策としてフロアにあるトイレ全てに手摺りを設置し、今年度は新たに浴室の 

手摺り設置等を予定しています。全ての利用者の方々にとって、より安全で快適な生活環境の提 

供と支援の充実を図り、また社会資源を活用し個々のニーズに合った余暇の充実を図りながら、 

更なる充実した生活の提供を行っていきます。 

1.21.21.21.2    生活介護事業生活介護事業生活介護事業生活介護事業    

1.2.1 整美・２Ｆ工房（花井瑞明） 

ご本人のストレングス（強み）を基本とした活動プログラムを通して、地域との積極的な関り 

を行っていきます。施設内だけでなく近隣地域での活動（清掃活動・レクリエーション）、日中

活動での地域ボランティアさんとの交流等を通して、地域に根付いた関係作りを行っていきます。

生活面／健康面に配慮した各運動プログラムもより一層充実した内容を展開していきます。 

1.2.2 外作業（清水宏一郎） 

  日中活動の作業では、毎週実施している市内の児童館等へのアルミ缶やペットボトルの回収を 

通じて、挨拶や回収作業を行いながら、利用者の方々の地域交流や社会貢献に繋げています。 

回収したアルミ缶やペットボトルは、分別やつぶしの作業をして専門業者に引き取ってもらいま 

す。また作業以外の活動では、運動・音楽・クラブ活動・作業工賃の利用による余暇や社会参加 

活動など、個々の利用者の方々が楽しめ、意欲的に参加できるような活動プログラムを実施して 

いきます。 

２２２２    にじにじにじにじアートアートアートアート    

2.12.12.12.1    生活介護事業生活介護事業生活介護事業生活介護事業（田中克樹） 

 にじアートでは利用者の方が充実した年齢相応の生活を楽しく送れるよう 

に計画づくりをしています。前年度実施していた「クッキング」や「美術」などの活動を更に充 

実して実施し、工房の活動も選択の幅が広がるよう工房間を越えて参加できるようにします。 

また地域参加に向けて、体育館やコミュニティーセンター利用など地域資源の活用とボランティ 

ア等の外部団体との連携を進めていきます。 

2.22.22.22.2    放課後等放課後等放課後等放課後等デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス事業事業事業事業（都照代） 

今年度の利用状況は定員 20 名で現員 27 名の利用者でスタートいたします。「学校が終わった 

各事業各事業各事業各事業のののの事業計画事業計画事業計画事業計画    
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後の時間をゆったりと安全に楽しくすごす」ことを基本方針にして、小学校 4 年生から高校 

３年生までの異年齢集団の特性を生かしたプログラムで活動を進めてまいります。安全と健康 

の管理を重点に置き、支援スタッフの連携を大切にし、ご家庭や学校の連絡を密にしてまいり 

ます。保護者のレスパイトサービスの一つとして、学校長期休暇の支援も検討いたします。 

３３３３    未来工未来工未来工未来工房房房房にじにじにじにじ（（（（就労継続支援事業就労継続支援事業就労継続支援事業就労継続支援事業（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ型型型型））））））））（池田享） 

 利用者の想いに応えて、個別支援計画が進んでいるかを日常行われるモニタリングを参考に確 

認を行います。生産と販売については、月ごとにテーマを決め４つの作業グループで協力してテ 

ーマに合った製品を作り販売をします。そして、対人マナー（お互いを認め合う）についての理 

解を深めて、皆がそれぞれの想いで作業活動と他の活動にバランスよく参加をして、心身が健や 

かに過ごしていける支援を実践します。 

４４４４    ワークショップハーモニーワークショップハーモニーワークショップハーモニーワークショップハーモニー    

4.14.14.14.1    就労継続支援事業就労継続支援事業就労継続支援事業就労継続支援事業（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ型型型型））））    

4.1.1 大沢ハーモニー（池本斎生） 

  開所以来、事業の黒字化が課題となっており、昨年４月のハーモニー 

ガーデンのオープンで収支の改善が図られましたが未だ黒字化には至って 

いないのが現状です。しかし、今年の４月１日より施行される優先調達法が追い風になるように 

と今後は十分な対策をとって参ります。安心・安全の良い商品をお客様へ、そして、選ばれる商 

品を如何にアピールできるかも大きな課題です。各工房ひとりひとりの意識を結集し、外部から 

選んでいただけるように今年こそ黒字化を目標に取り組んでいきます。 

4.1.2 ハーモニーガーデン（諏訪拓） 

  お陰様で開店して一年が経過しました。閉店時間を 20 時まで延長し、 

ディナーのお客様を増やすことでさらなる売上アップを図っていきます。 

また、マニュアル作りなど利用者の力を最大限に発揮できるような体制作 

りをしていきます。常にお客様の意見に耳を傾け、より喜んでいただける 

お店になるように努力していきますので、皆様のご来店お待ちいたしております。 

4.24.24.24.2    就労移行支援事業就労移行支援事業就労移行支援事業就労移行支援事業（内貴健二） 

ここ３年間、就職者数が定員８名の半分以上出ているものの、新たな利用者の確保が不十分で 

あったため、収支の改善が課題です。そこで、今年度は新たな利用者を安定して確保する手法を 

確立すること（月平均 10 名）、就職者を５名以上出すことで収支の改善を目指します。また、利 

用者募集や利用者支援等において、Ａ型事業との連携も深めていきます。 

５５５５    ケアホームケアホームケアホームケアホームにじにじにじにじ（（（（共同生活介護事業共同生活介護事業共同生活介護事業共同生活介護事業））））（坂野健司） 

  ケアホームスタッフが求められる役割は、地域と利用者を繋ぐ架け橋と考え 

ています。利用者が安心して、安全に地域の中で、年齢相応に当たり前の生活 

を送ることが出来るよう、様々な地域社会資源の活用は、以前にも増してバラ 

エティに富んだ内容にて提供していきます。さらに近隣の方との接点を持ち、 

上連雀２丁目住民として、町内会活動にも、利用者の方と共に参加していきたいと考えています。 

６６６６    ケアホームケアホームケアホームケアホームにじのにじのにじのにじの森森森森（（（（共同生活介護事業共同生活介護事業共同生活介護事業共同生活介護事業））））（下山唯人） 

  開所して２年目になります。１年目は土台作りで過ぎてしまいましたので、 

２年目は入居されている１２名の方が、毎日楽しく充実した地域生活を送って 

頂ける様に支援を実施致します。特に安全・防災対策、人権意識の向上、個別 

支援計画に注力します。また、地域社会資源を積極的に発掘し、活用していきます。 
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              ＜委員会・担当の事業計画＞ 

 利用者支援の充実として、平成２４年度は個別支援計画の見直しを抜本的に行い、利用者主体と

なるよう行って参りました（にじの会だより No.43 で報告）。平成 25 年度は、その中味を更に充実

させるべく取り組んで参りますが、その概要をお知らせ致します。 

１１１１    委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動    

 1.11.11.11.1    安全衛生委員会安全衛生委員会安全衛生委員会安全衛生委員会（坂野健司）【目的：未然に防ぎ、安全を確保する】 

   安全衛生委員会の４つの目標は、①事故防止、事故再発防止のためのリスクマネジメント 

②当たり前の衛生意識の向上 ③感染症予防と拡大防止 ④アレルギー事故防止です。④は、

某小学校でアレルギーによる死亡事故を受けて、今年度から取り組みます。今までも、各部署

や医務ではアレルギーの有無の把握は行ってきました。しかし、今年度から始まる新しい個別

支援計画では、部署を越えたスタッフ支援、外部事業所スタッフの支援、ボランティアの支援

を受ける機会が増えます。アレルギーを持っている方の情報共有が必須となります。今後、情

報提供をお願いする機会があるかもしれませんので、その際は宜しくお願い致します。 

 1.21.21.21.2    研修委員会研修委員会研修委員会研修委員会（田中克樹）【目的：職員が学び、利用者支援に活かす】 

①研修（年 4 回の全体研修、コース別所内研修、新任職員研修、外部研修、ＯＪＴの実施、

自主研修、部署別研究）②自己啓発の推進（研究図書・自己啓発）③公開講座の実施、の大き

く３つの項目の内容に取り組みます。特に今年度は新人育成を始め階層別の職員の研修に力を

入れて、充実した研修内容となるように準備をしています。 

 1.31.31.31.3    広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会（内貴健二）【目的：法人活動を外部に伝え、ご理解いただく】 

年４回発行している「にじの会だより」（本誌）は、内容の充実と外部業者に印刷依頼する

ことで、より見易い紙面となるようにします。ホームページは、より分かり易いものを作成し、

タイムリーな更新を図っていきます。法人のイベント等で撮影したビデオは編集を行い、周辺

地域への情報発信や利用者ご家族への情報提供、法人の記録として有効活用を目指します。 

 1.41.41.41.4    人権擁護委員会人権擁護委員会人権擁護委員会人権擁護委員会（清水宏一郎）【目的：利用者・職員の人権を守る】 

昨年１０月に障害者虐待防止法が施行され、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「支援におけるガイドライン」などを各事業所・部署での定例会議や全体研修におい 

て職員全体で検討・見直しを実施すると同時に、風通しの良い施設環境作りと支援者一人一人 

が利用者の立場に立って支援することで虐待を防止します。また、利用者会などの活動では利 

用者の皆様のエンパワメントの向上を図っていきます。 

 1.51.51.51.5    防災対策委員会防災対策委員会防災対策委員会防災対策委員会（飯野龍二）【目的：万が一に備え、対応できる組織を作る】 

   昨年度までは、大震災に備え各事業所の消防計画の確認と設備的なﾊｰﾄﾞ面（家具転倒防止器 

具の設置等）、災害用器具及び備蓄品（水、食料、カイロ、マスク、トイレシート他）の準備 

をしてきました。平成２５年度は、より具体的に対応するために、ＢＣＰ（事業継続計画）を 

設定し、その時系列（災害発生→５分後→３０以内→３時間以内→３日後）に沿って対応をシ 

ミュレーションし、その予行訓練を実施いたします。委員のメンバーは、各事業所の防火・防 

災管理者と看護師等により構成されています。 

 

 

利用者支援利用者支援利用者支援利用者支援のののの充実充実充実充実にににに向向向向けてけてけてけて    
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２２２２    担当活動担当活動担当活動担当活動    

 2.12.12.12.1    旅行担当旅行担当旅行担当旅行担当（須藤大樹） 

   25 年度は一泊旅行を実施します。利用者の希望を基に 

「伊豆箱根・千葉・長野・福島」の４コースを設定しました。長野コースは、にじの会初の新 

幹線を利用した旅行です。その他のコースは観光バスを利用します。安全で楽しめる内容を企 

画し、参加された利用者の方々に満足して頂けるような旅行を提供・実施します。 

2.22.22.22.2    にじのにじのにじのにじの会会会会まつりまつりまつりまつり担当担当担当担当（花井瑞明） 

   第 10 回を迎える今年度は“地域とのふれあい”をテーマに、近隣のみなさん・ 

地域ボランティアさんと一緒に盛り上げていきます。一緒にイベントを盛り上げて 

いただける方を大募集していますので、ご協力をお願いいたします。利用者さんと 

関わりたい方、十八番の一芸を披露したい方、イベント進行を手伝っていただける方、売店で 

販売を行っていただける方等々、ご参加をお待ちしています！  

 2.32.32.32.3    文化行事担当文化行事担当文化行事担当文化行事担当（比企通男） 

第 11 回にじの会文化行事は、11 月 2 日（土）大沢コミュニティーセンターで行います。 

第 1 部…「わらび座公演」 演目はミュージカル「セロ弾きのゴーシュ」 

第 2 部…音楽交流会 出演はにじの会利用者、スタッフ、地域の音楽団体を予定しています。 

 2.42.42.42.4    スポーツスポーツスポーツスポーツ大会担当大会担当大会担当大会担当（田島多恵子） 

   第 3 回スポーツ大会を 10 月に武蔵野総合体育館にて行います。日頃の運動 

の成果を発揮する場として、御家族に披露する場として、内容の充実を図って 

いきます。利用者の皆さんが楽しく身体を動かしていただける種目を考え、 

企画していきます。 

 2.52.52.52.5    定期行事担当定期行事担当定期行事担当定期行事担当（池田享） 

   クリスマス会については、利用者の皆さんが参加をして楽しむことのできる内容を企画して 

いきます。成人式は、新成人の門出を祝うに相応しい内容を、そして成人を祝う会では、利用 

者の皆から祝福を頂くことができる催しにしていきます。 

 2.62.62.62.6    ボランティアボランティアボランティアボランティア担当担当担当担当（池田享） 

個別支援計画をどう進めていくのか、その具体化の中に課題として挙がっています“休日余 

暇支援ボランティアの確保”について重点を置いて取り組みを進めていきます。 

 2.72.72.72.7    給食担当給食担当給食担当給食担当（横内美代子） 

          例年同様、給食の献立内容、味および美味しく食べられるよう提供の仕方を 

検討していきます。更に今年度は誕生会特別メニューだけでなく、世界各国 

のメニューも皆さんが食べやすいかたちで提供していきたいと考えていま 

す。バラエティに富んだ給食を目指すとともに、皆さんが健康でいられるよ 

う、生活習慣病を考慮した食事内容で頑張っていきます。 

 2.82.82.82.8    相談相談相談相談・・・・苦情制度担当苦情制度担当苦情制度担当苦情制度担当（河野頼雄） 

   これまでの相談ではある特定の利用者が毎回相談に来るという傾向みられました。今年度よ 

り訪問相談に切り替えて、別の事業所の相談員が訪問して実施します、また苦情や相談でなく、 

日常的な話を中心に個別に会話できる経験の場と時間にしたいと考えます。その他の苦情相談 

については事務所に郵送されるか、事務所窓口にて受け付けますので宜しくお願い致します。 

2.92.92.92.9    第三者評価担当第三者評価担当第三者評価担当第三者評価担当（下山唯人） 

   第三者評価機関を迅速に選定し、12 月の施設家族連絡会において評価報告を実施します。

また、職員に対しては 12 月の全体研修会で評価報告を実施します。 
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３３３３    支援充実担当活動支援充実担当活動支援充実担当活動支援充実担当活動    

 3.13.13.13.1    運動運動運動運動（田島多恵子） 

  ４年目に入る今年度も第 1 に健康の維持増進を目的とし、運動担当スタッフとともに楽しめる 

ような活動を提供していきます。グループごとの活動と同時に、運動がより必要な利用者さんに 

は個別プログラムも実施し、ADL 向上を目指していきます。 

3.23.23.23.2    音楽音楽音楽音楽（永野朋子） 

今年度は、各工房で利用者の皆様に共通される目標を挙げて活動内容を充実させ 

ていきたいと考えており、篠笛に合わせて和太鼓を演奏したり、各自の得意分野 

（ドラムや歌）を追求した活動等で、施設のイベントにおいて多くの方が輝ける場 

の提供ができるようにしていきます。 

3.33.33.33.3    美術美術美術美術（千葉鉄也） 

利用者の方々の自己表現を尊重し、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。今年度はにじアー 

ト・放課後等デイサービスに加え、新規に大沢にじの里・生活介護の日中におい 

ても活動を実施いたします。 

 3.43.43.43.4    クッキングクッキングクッキングクッキング（花井瑞明） 

休日の余暇活動と日中活動でのクラブ活動の双方を通して“楽しい！美味しい！ 

ヘルシー!”を目指して取り組んでいきます。ヘルシーで美味しいレシピがありま 

したら、是非お知らせください！一緒に参加していただける方も大歓迎です！ 

 3.53.53.53.5    クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動（（（（大沢大沢大沢大沢））））（清水宏一郎） 

  個々の利用者が得意な事や楽しめること、趣味的なことを活動につなげるため、「ダンス」「お 

しゃれ」「音楽」「美術」「クッキング」「外出」「スポーツ」の７種類のクラブ活動を新たに設置 

します。適した活動へのアセスメントと自己選択のサポートをしながら心身のリフレッシュを図 

ることと、積極的に地域資源を活用し、地域団体の活動に参加して地域交流の機会を図ります。 

 3.63.63.63.6    クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動（（（（にじにじにじにじアートアートアートアート））））（田中克樹） 

  クラブ活動は利用者の長所や好きなことを探り、ニーズにあった参加方法を設定し楽しく参加 

できるように支援をします。クラブは「ダンス」「おしゃれ」「音楽」「美術」「クッキング」「外 

出」「スポーツ」の７種類で、毎週金曜日に 4 種類程度を実施します。 

 3.73.73.73.7    余暇余暇余暇余暇（須藤大樹） 

  基本的に入所されている利用者の方が対象で、「外出・音楽・スポーツ・クッキング」のテー 

マで実施します。「利用者が楽しめる企画を！」を目標に、利用者の希望に寄り添いながら休日 

を活用して実施します。ご家族の皆様も是非ご参加下さい！ 

3.83.83.83.8    地域資源情報地域資源情報地域資源情報地域資源情報（新津健朗） 

地域住民の一人としての、積極的な地域生活及び活動が展開出来る様に、多種多様な地域環 

境・社会資源の情報を多角的に収集して、情報提供していきます。外部団体・近隣のイベント等 

等の情報をぜひお寄せ下さい。⇒ダンス・調理・おしゃれ（服飾や化粧品など）・音楽（カラオ 

ケや楽器など）・お茶会・スポーツ（水泳・球技・マラソンなど）などのサークル活動や訪問ボ 

ランティアさんなど。 

 3.93.93.93.9    帰省期間支援帰省期間支援帰省期間支援帰省期間支援（坂野健司） 

  帰省期間の最大の目的は、自宅に帰り御家族、親類との親睦を深めることです。しかし、家族 

の病気、高齢化などでやむを得ず、帰省出来ない方がいらっしゃいます。その方を対象とした旅 

行や日中の過ごしを提供していきます。その他、様々な社会資源を活用し、帰省期間中、にじの 

里やケアホームに仮に残った場合でも、楽しく毎日が過せるプランを検討していきます。 
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平成平成平成平成 25252525 年度年間行事年度年間行事年度年間行事年度年間行事スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（予定予定予定予定））））    

 

● 主な行事 

10 月 17 日(木)予定 スポーツ大会(武蔵野市武蔵野総合体育館) 

11 月 2 日(土)   文化行事（三鷹市大沢コミュニティーセンター体育館） 

11 月 23 日(土)   にじの会まつり 

12 月 23 日(月)   クリスマス会 

1 月 10 日(金)    にじの会成人式 

1 月 25 日(土)    公開講座 

● 1 泊旅行 

4 月 18 日(木)～19 日(金) 伊豆箱根   5 月 23 日(木)～24 日(金) ディズニーランド 

6 月 6 日(木)～ 7 日(金)  長野       6 月 20 日(木)～21 日(金) スパハワイアンズ 

● 帰省休業期間 

4 月 29 日(月)～5 月 5 日(日) 8 月 10 日(土)～17 日(土) 12 月 28 日(土)～1 月 4 日(土) 

● 施設家族連絡会 

6 月 15 日(土)参観日  9 月 21 日(土)午後全体会  12 月 14 日(土)参観日  

3 月 29 日(土)午後全体会 

 

 

リレーマラソンリレーマラソンリレーマラソンリレーマラソン報告報告報告報告    （（（（2222 月月月月 24242424 日日日日    昭和記念公園昭和記念公園昭和記念公園昭和記念公園にてにてにてにて））））    

 強風の中、13 人全員で 42.195km を、4 時間 22 分で完走しました。 

開会式の後、乗りの良い曲に合わせてストレッチングで体を温め、一走が 

スタート。一人 1 周か 2 周を次々と順調にタスキを繋ぎ、初参加の藤原 

崇晃さん、磯嶋健司さん、山本幸子さんも頑張って走り、最後は全員で 

ゴールテープを切りました。また多くのご家族が応援にいらっしゃり、 

利用者さんも楽しく過ごされていました。 

今回の練習は 4 回ほど行いましたが、まだまだ練習不足だったので、 

来年度は年間を通して練習していきたいと思います。さらに初めての方も 

誘い、楽しく走っていただけるように支援したいと思います。（田島多恵子） 
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