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～女性用グループホームを三鷹市野崎に来年４月開所予定です～
にじの会では初の女性専用のグループホーム（定員１２名）を開設する為に、法人と入居希望の
ご家族で新ホームプロジェクト立ち上げ、用地を三鷹市野崎１丁目に選定し６月末に購入いたしま
した。用地資金は入居予定者ご家族で分担して準備し、近隣の方々へのご挨拶にもご家族と法人で
伺いました。近隣の方々は、にじの会の活動をご存じの方が多く、新ホームの開設についてもご理
解を頂く事ができました。
現在、東京都施設整備費補助と建築確認を申請中ですが、補助内示と建築確認が出た後、入札で
建築請負契約を結び、１０月着工、来年３月竣工の予定になっています。
平成２７年４月の開所を目指して、職員体制や設備の準備を進めていくとともに、入居予定の
方々の共同生活への準備も進めて行く予定です。開所が近くなりましたら、またご報告をさせてい
ただきます。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
武蔵境通り

三鷹通り

野崎交差点
三鷹市役所

人見街道
新ホーム予定地

にじの森

東八道路

大沢にじの里

新ホーム予定地図

新ホーム外観予想図
新ホーム予定地
（新ホーム開設プロジェクトリーダー
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高齢化対策プロジェクトの進捗報告
にじの会では平成 26 年度第 7 期基本方針により、利用者障害者の高齢化に対応すべく、高齢化
対策プロジェクトを発足しました。高齢障害者の生活の場の確保や医療ケア体制の整備を進められ
るように、ケアホームとの連携及び新規増設と連動しながら、進めています。
今回のプロジェクトを進めるにあたり、それぞれの課題に対して必要な検討会や協議を行なって
います。
（１）高齢障害者の生活の場の確保
生活の場として大沢にじの里の一部を高齢障害者専用フロアとして整備していきながら、ホーム
の高齢利用者と現入所利用者との交換移動を順次進めています。その中で、必要な設備等の検討を
高齢知的障害者施設への見学・研修会等を通じて協議を行なっています。5 月には、「南の里（埼
玉県川越市）」と「厚木精華園（神奈川県厚木市」の 2 ヵ所を見学してきました。ソフト食やくち
どけ食など、障害や症状に対応した食事形態の提供方法等の創意工夫、入浴やトイレ、居室等の様々
な場面における必要な設備、清潔保持等の取り組みなどは特に参考になりました。今後、生活環境
による、それぞれの必要機能と設備の検討を、さらに具体的に進めていきます。

↑南の里外観

↑「ソフト食」
。舌触りが良く、
味がしっかりしていました。

↑日中活動風景

↑厚木精華園

↑マルチ浴槽

↑日中活動風景

（２）医療的ケア体制の確保
検診・検査、内部診療や通院体制、ヘルスチェック機能、スタッフによるバイタルサインのチェ
ック、予防対策、末期医療体制それぞれの項目に応じて、配置医松田先生を始めとした専門分野の
メンバーによる意見を参考にしながら検討を進めています。さらに必要な医療的ケアの提供体制の
検討を行なっていきます。
（３）機能低下防止の支援
機能低下防止チームを編成し、個別支援計画と連動しながらモデル利用者への運動機能維持プ
ログラムを実践し、多角的な視野での検討を行っています。認知症対応策と平行しながら、具体的
なニーズに対応出来るようにしていきます。
今後、職員研修の課題（介護技術 医療的ケア 摂食・服薬支援）や家族関係・法的な課題も含
めて、それぞれの課題項目に対して具体的な取り組みを通じ、多様なニーズに対応していきます。
そのためには、常に制度の理解を深めながら、関係機関とのネットワークをさらに構築し、利用者
本位の支援を基に、一人ひとりのニーズに応えるきめ細かいサービスが展開出来るように、さらに
具体的な検討を重ねていきます。
（高齢化対策プロジェクト 新津健朗）
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第１回にじの会

ウォーキング大会

5 月 23 日、新緑の季節に初めてのイベント「にじの会ウォー
キング大会」を開催しました。当日は天候にも恵まれ爽やかな
気候の中、歩くことができました。参加人数は、利用者さん 117
名、ご家族 35 名、スタッフ 70 名の計 222 名となりました。
ウォーキングのグループは部署ごとにマンツーマンから 10 名
ほどに編成しました。コースは、おおよそ 4km コースと 8km
コースを設定し、体力に合わせて歩きました。また距離の短い
グループや車で公園に行ったグループは、公園内をそれぞれ散策

にじの里で準備体操

しました。
まずにじの里で開会式を行い、軽く準備体操をしてから部署
ごと元気いっぱいに出発しました。野川沿いの遊歩道を歩くと、
2 ㎞ほどで武蔵野の森公園に到着しました。さらに体力に余裕の
ある 8km コースの方たちは調布飛行場沿いのプロムナードを通
り、武蔵野の森公園奥の広場まで片道 4 ㎞強を歩きました。そ
して公園内の広場でお弁当を頂き、新鮮な空気の中ゆっくりと
した時間を過ごしました。屋外で食べるお弁当は普段と違

公園にて記念撮影 館内グループ

う様子で、皆さん美味しそうに
笑顔で食べていました。帰りは
グループごとに出発し、にじの
里まで全員無事に戻ってきまし
た。帰りは少し疲れた表情をさ
れている利用者さんもいらっし
ゃいましたが、心地よい疲れの
様子だったということです。
初めてのイベントでしたが、

野川沿いを歩く B 型

プロムナードを歩く外作業

普段ご家族と一緒に歩くことの
無い方も多く、皆さん喜ばれてい
ました。今回参加できなかったご
家族の方も、次回は是非ご一緒に
歩いて頂ける様お願い致します。
（支援専門部門
主任

田島

多恵子）
お弁当を食べる せいびグループ
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公園内を歩くアートの皆
さん
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＜一泊旅行報告＞

箱根ロマンスカー旅行（Ａコース）

にじの会の旅行としては、１０年ぶりに小田急のロマンスカーを利用した「箱根ロマンスカー」
１泊旅行を企画し、箱根湯本へ行ってきました。初日は箱根湯本で新緑の中「バーベキュー」を楽
しんだり、「北原ミュージアム」で懐かしの玩具を見たりして楽しみました。その後、気持ちの良
い日差しの中、のんびりと散歩しながら皆でホテルまで歩きました。ホテルでは季節の料理に舌鼓
を打ち、食後は恒例の「カラオケ大会」と大満足の一日となりました。
２日目は残念ながら小雨模様でしたが、皆さん箱根湯本商店街を元気に散策され、思い思いに買
い物や飲食を楽しまれていました。また、昼食はお洒落な「画廊喫茶」へ行き、お店自慢の「ハッ
シュドビーフ」「手作り特製ケーキ」リンゴをその場でミキサーにかけた「１００％フレッシュジ
ュース」など、お店こだわりの料理を味わいました。そして何よりも、往復のロマンスカーに皆さ
ん感激されたようで、楽しい思い出となりました。

ホテルの前で記念撮影。

（旅行担当

季節の懐石料理を楽しみました。

垣野久宏）

豪華なロマンスカーに大感激。

ディズニ―リゾート旅行（Ｂコース）
Ｂコース旅行では、２日間の東京ディズニーリゾート観光を行いました。１日目は東京ディズニ
ーランドに向かいました。到着時は雨が強かったのですが、入園後は天気も次第に回復し、行動グ
ループ毎に食事や様々なアトラクションを楽しみました。その後ホテルでは皆で夕食をとり、夕食
後はパレード組とゆったり組に分かれて行動しました。パレード組は光り輝く様子をじっくり鑑賞
することができました。ゆったり組は宴会場でのカラオケで盛り上がり、その後はホテル内を散策
して楽しむことができました。２日目は朝食後に部屋ごとでゆっくり過ごした後、東京ディズニー
シーに向かいました。ニューヨークをイメージした街並みを乗り物に乗って体験することができま
した。あっという間の楽しい２日間を過ごすことができました。

ホテルではカラオケも楽しみました。

（旅行担当

杉本広明）

ディズニーシーで記念撮影！
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山梨ゆっくり旅行（Ｃコース）
山梨への旅は富士サファリパーク観光から始まりました。動物バスに乗りこみ、クマやライオン、
ゾウ、サイなど野生動物が潜むサファリゾーンへと導かれると、ガイドさんの案内で動物を見つけ
る度に驚きと歓声の嵐！ラクダのえさやり体験は、えさを求めて集まったラクダにあっという間に
バスを囲まれ、迫力満点の様子に一番の盛り上がりとなりました。河口湖畔を望めるホテルでは、
露天風呂付きの温泉に入り、豪華懐石料理を堪能しました。２日目には雨が強まってしまったため、
予定していた水陸両用バスに乗ることはできませんでしたが、宿でゆったりと日々の疲れを癒し、
中には朝にもう一度温泉を楽しむ方もいたりと、旅行ならではの楽しみ方を満喫できました。昼食
は野菜・シーフード・お肉・ジンギスカン・焼きそばの豪華バーベキューをお腹いっぱい食べ、に
じの里へと帰って来ました。

（旅行担当

動物バスに乗ります！

櫻井久美子）

豪華懐石料理♪

スパリゾートハワイアンズ旅行（Ｄコース）
Ｄコースは福島県いわき市にあるスパリゾートハワイアンズとアクアマリンふくしま（水族館）
を巡りました。出発時は大雨に見舞われましたが、現地に着く頃には晴天に恵まれ、絶好の旅行日
和の中で観光をする事ができました。ハワイアンズではプールと散策組に分かれ行動し、各利用者
さんがそれぞれの楽しみ方で満喫しました。その中でも特に多くの利用者さんの目をくぎ付けにし
たのがフラダンスショーでした。女性ダンサーの華麗な踊りと男性ダンサーによるダイナミックな
踊りと松明を素手で握るパフォーマンスには利用者さん全員が驚きと喜びの歓声を挙げていまし
た。また、実際に檀上に上がりフラダンスを体験する事もでき、人数の関係上数名でしたが、レイ
を身にまとい本格的なフラダンスを体験することができました。

参加者全員で宴会場にて

（旅行担当

夜のフラダンスショー
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ゴールデンウィーク帰省期間の宿泊旅行報告
今年のゴールデンウィーク帰省期間は、帰宅が困難な方を対象に宿泊旅行を実施しました。
〈期間〉4 月 30 日（水）〜５月３日（土）

3 泊４日

〈行き先〉御殿場方面
〈宿泊先〉時之栖（ときのすみか）
〈観光〉芦ノ湖遊覧船・富士サファリパーク・まかいの牧場
〈参加者〉利用者１０名

＜皆で楽しく朝食＞

スタッフ５名

など

計１５名

＜カピバラとのふれあい＞

＜ジンギスカンバーベキュー＞

出発時は雨でしたが、その他の日は天候に恵まれ、楽しく過ごすことができました。宿泊先から
富士山が見えるということもあり、起床後にカメラで撮影されている利用者さんが数名いらっしゃ
いました。今後も利用者さんが安心して楽しめる旅行を企画・実施していきたいと思います。
（帰省期間旅行責任者

佐藤智観）

ゴールデンウィーク帰省期間の日中余暇支援報告
ゴールデンウィーク最中の５月２日（金）、利用者さん４名・スタッフ３名で羽村動物園へ出掛
けました。１台の車にみんなで乗り込み、１時間半のドライブを楽しみながら目的地の羽村動物園
に到着です。たくさんの自然に囲まれ歩いて回るには心地の良い園内には、サルや、ペンギン、シ
マウマ、キリン、ハイエナなど、幅広い動物がいました。ペンギンをじーっと見つめて笑顔になっ
たり、ハイエナと同じペースで歩いてみたりとみなさんお好きな動物に出会えたようです。昼食に
は園内の売店でうどんやたこやきを食べ、ベンチで休んだ後、帰路につきました。お天気にも恵ま
れ、暖かな日差しの中でゆったりと外出を楽しむことができました。
～羽村動物園での様子～

＜羽村動物公園でＶ＞

＜しまうまを発見！＞
（帰省期間日中余暇支援責任者
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＜地域生活・活動の報告＞

①大沢コミュニティ祭

５月２４日(土)・２５日(日)の２日間大沢コミュニティセンターで行われた「第３９回大沢コミ
ュニティ祭」に今年も参加をさせていただきました。今年のテーマは「行こうよ見ようよ楽しいよ」
ということで、にじの会としても例年以上に積極的にかかわりを持つことができました。まずひと
つ目は１日目のお弁当のご注文をハーモニー惣菜工房でいただきました。その数１５５個。今まで
のご注文で最高の数です。ガスの工事をして新しく一台炊飯釜を注文し、なんとか２日前に間に合
いました。当日は土曜日と月曜日の勤務を入れ替え、利用者さんもがんばって作りました。その結
果お弁当は大好評！反省会でもお褒めのお言葉をいただき、とてもうれしく思いました。２つ目は
準備と片付けの参加です。にじの会評議員の石崎明実行委員長から前日準備と片付けの人出が不足
しているというお話を伺い、就労移行の利用者２名とスタッフ１名が準備に参加しました。
３つ目は販売参加です。１日目はハーモニー、２日目は未来工房が担当しました。
１日目の２４日（土）は思ったより人出が少なく販売には厳しい状況でしたが、焼きたてパンや
コロッケ、手羽先スモークなどの販売を行いました。その中で三鷹七中の生徒さん２名から「販売
の様子を見てぜひハーモニーで職場体験をしたい」という希望があり、７月の初旬に職場体験を行
うことになりました。
２日目の日曜日は、未来工房の製品を地域の方々に知って頂き、
また利用者の方の社会参加活動の一つとしてご家族と一緒に販売活動
に参加をしました。当日は子供向けの催しもあり地域の家族連れの
方々が多数来場されていて、織り製品、ジャム、そして朝早くから焼
いたパンが会場に届くと瞬く間に売れて好評でした。
今回のコミュニティ祭は「地域とのかかわり」を深く考える機会と
なりました。今後も、にじの会として、積極的に地域と関わっていきたいと思います。
（就労継続支援統括

諏訪

拓）

②ＪＣＢ三鷹カードセンターでの販売活動
ワークショップハーモニーでは毎月第二、第四の金曜日にＪＣＢ三鷹カードセンターにて１１時
３０分から１３時まで出張販売をさせていただいています。ここではスタッフ１名、利用者２名、
ＪＣＢご担当者１名の４名体制で平均１１０名のお客様にご来店頂いています。
販売では到着と同時に「美味しいパンが来たよ」と嬉しい声を受けながら急いで準備し、お客様
に「これください」と注文いただき利用者さんがお客様に取り分けるスタイルで行っています。
ＪＣＢでの出張販売も７年目を迎え、６月にはＪＣＢ様から「自社で
企画考案した商品をパンにしてもらえないか」という提案を頂き、企画会議
でＪＣＢの社員の方々とにじの会スタッフが一緒に検討する等の新たな動
きも始まっています。この商品は７月末の社内販売会で登場予定です。この
ような生き生きとした交流を続けていきたいと考えております。
（ワークショップハーモニー
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＜第 12 回にじの会文化行事のおしらせ＞
～音楽を通して東北の被災地に応援の声を届けよう～
日時：平成 26 年 9 月 28 日（日）開場 12:30PM
会場：井口コミュニティーセンター

体育館
三鷹市井口 1-13-32

〒181-0011
○第一部：

開演 13:00
Tel

0422(32)7141

劇団わらび座パフォーマンスバンド「響」

ミュージカル「風の又三郎」 原作／宮沢賢治
○第二部：にじの会バンド演奏
みんなで歌おう

上演時間：80 分

「LET IT BE」「世界に一つだけの花」
「花は咲く」

＊お楽しみ抽選会も予定しています。（入場無料）

＜第 11 回

にじの会まつりのおしらせ＞

～秋の一日をご一緒に楽しみましょう～
日時

： 平成２６年１０月２５日(土)

場所

： 大沢にじの里

内容

： イベント

11：00～16：00

三鷹市大沢１－６－３
地域ボランティアの皆様、にじの会メンバーの出演

出店

バザー

模擬店

展示

ゲーム

事業所活動紹介展示

＜第４回

製品販売

スポーツ大会のおしらせ＞

～利用者ご家族の方々は、ぜひご参観をお願い致します～
日時

： 平成 26 年 11 月 20 日(木) 10 時 30 分～15 時 30 分

場所

： 武蔵野総合体育館 メインアリーナ

種目

： 花文字作り・玉入れ（ご家族参加）・障害物競争・大玉転がし・リレー

武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20

・プレイバルーン

『にじの会便り 50 号』

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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