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新年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 石崎優仁

厳しい寒さの中、平成２７年を迎えましたが、皆様は、いかがお過ごしになりましたでしょうか。
にじの会も法人設立から１４年目となり、４月には施設開所から１３年目を迎えます。この間、
様々な紆余曲折を経ながらも、５ヵ所の事業所を開設し、障害児支援や相談支援を含め１０種の事
業を提供してまいりましたが、その実践が地域で評価され昨年末に多摩地区の中小企業の事業経営
を表彰する多摩グリーン賞の最優秀賞を受賞する事ができました。これは関係の皆様のご助力とご
指導の賜物であり心より感謝申し上げます。
５年前の障害者制度改革本部のスタートから急速に進んできた「障害者を権利の主体として位置
付ける制度改革」は、昨年２月の障害者の権利条約の国会批准にまで到達してきています。これま
で障害者が社会の一員として生活し活動する上で、多くの困難を生じさせていた障害者差別や障壁
が一度に無くなるわけではありませんが、少なくても制度的には解消される事となっています。実
際の「お互いに支え合う地域社会づくり」に、障害者も一緒に参加していくことになってまいりま
す。
にじの会では、３年前から「障害者が地域社会の一員として普通の生活ができるようにする事」
を支援目標とする利用者個別支援計画を設定し実施してまいりましたが、一昨年１２月から地域生
活全般での福祉サービス利用計画を支援する相談支援事業も開始し、にじの会事業所内だけでなく
休日のヘルパー利用やにじの里入所者の帰省期間での移動支援利用等を進めて行きつつあります。
その中で、地域の福祉事業者とのネットワークも広がってきており、障害者が地域で普通の生活が
できるための基盤が徐々に創られつつあると感じております。
しかしながら、知的障害者の生活の場は都市部では大幅に不足しており、ケアしている親が高齢
になっても受け皿となるグループホームは地域内に確保できない状況が続いています。また、高齢
障害者が増加しつつあり、その生活の場の確保は特養ホーム等の介護保険施設では困難な状況とな
っており、障害福祉施設での高齢障害者ケア体制の整備が求められる現状と認識しております。
にじの会は、法人の設立以来、利用者家族との協同で生活の場の確保を進め、自治体や地域との
協同で日中活動や就労の場の開設や展開を進めてきました。そして利用者支援の充実と向上を職員
が担当して実施しています。これからも、このにじの会の運営体制を継続発展させて、上記のよう
な課題に取り組み、地域の福祉の担い手としての役割を果たしていきたいと考えております。その
ためには、法人の運営を担う後継者の育成が大きい課題であります。ご関係の皆様のご支援とご指
導を引続き、よろしくお願い申し上げる次第です。
末筆ではございますが、今年が、皆様に幸多き年になる事をお祈り申し上げます。
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第１１回

後援会による模擬店

にじの会まつり
にじの会まつり

にじの会利用者のアート作品展

屋上での本格レストラン

10 月 25 日(土)に開催された第１１回目の「にじの会まつり」は、にじの会後援会主催の模擬店
やバザー、外部ボランティアの方々による音楽や踊りのパフォーマンスなど、盛りだくさんのイベ
ントが繰り広げられました。その中でも特に、屋上で営業した調布市深大寺東町 7 丁目にあるハー
モニーガーデンによる出張レストランは、ワインと一緒にピザやパスタなどの本格料理を提供し、
当日の青空の下で心地良いひとときを過ごせたと来場者の皆様に大好評でした。また今回初めての
催し物として、紙芝居研究会「ファンタジー」の皆様による紙芝居は、小さいお子様から大人
まで楽しみ、そして懐かしむことが出来たと好評のご意見を頂きました。
今回の「にじ会まつり」では、
にじの会利用者の日頃の活動の中で
音楽活動から楽器演奏の発表、美術活
動からは多くの感動的な作品による
作品展の開催、就労事業では織工房製
品によるファッションショーの発表、
また大好評だった就労Ａ型事業の
ハーモニーガーデンによる屋上

懐かしかった紙芝居

木谷正道さんと石崎茂子さんの唄

レストランの営業など、それぞれ利用者の日頃の成果を発表する機会にもなり、来場された多くの
地域の方々との良い交流の機会につながりました。そして今回の企画に賛同して頂き大いに盛り上
げ楽しませて頂いたボランティアの皆様、にじの会を支えて下さっている後援会の皆様、利用者ご
家族の皆様、支援に関わったスタッフの方々のおかげで、今回のにじの会まつりも無事に開催でき、
これまで以上に地域の方々や利用者の方々が交流しながら、楽しい一日を過ごして頂くことが出来
たと思います。本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
（にじの会まつり担当

吉岡さんのお見事な
吉岡さんのお見事な太鼓
お見事な太鼓

織工房のファッションショー
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地元で大人気のダルちゃん

1992 年 4 月 17 日第三種郵便物認可（毎月 3 回７の日発行）
2015 年 1 月 18 日発行 SSKR 増刊通巻第 7412 号

第4回

にじの会スポーツ大会

11 月 20 日、第 4 回目のにじの会スポーツ大会を武
蔵野総合体育館メインアリーナにて開催しました。
毎年の行事として定着してきた為か、スポーツ大会
が近づいてくると利用者さん達の話題に取り上げら
れることも多くなりました。今までになく大会前か
ら期待と不安、楽しみなどの表情が利用者さんに表
れていた様に感じました。
今年、特に力を入れて取り組んだ種目は障害物走と新たに取り入れたリレーです。障害物走は利
用者さん自身の力を上手く発揮してお見せしたいと考えました。各利用者さんの特性に合わせて、
道具を替えたり方法を変更して行いました。そのため殆ど全員の利用者さんが出場し、最低限の補
助で各種目をクリアすることが出来ました。障害物走はいろいろな運動機能を取り入れてボディイ
メージを養う事の出来る種目です。普段の運動活動の成果を見事に発揮出来たと思います。またリ
レーを取り入れたいと考えたのは、走ることが
好きな利用者さんが多いからです。活動で体育
館へ行くと何も言わなくても走り始めます。走
ることは人の基本的な動作であり、基礎体力を
高める筋力や心肺持久力を向上させるために効
果的です。今回の大会後、多くの方から大変盛
り上がった、見ていて一生懸命に走る姿に感動
した等の感想を頂きました。初めて行う種目であり、活
動で取り組みを始めた 6 月頃はバトンパスも難しくス
タッフの介入で何とか行っている状態でした。それが 4
カ月ほどの練習で、前の走者を見ること、待つこと、バ
トンを受け取ること、全力で走ること、徐々にではあり
ますが出来るようになりました。本番では担当スタッフ
も不安がありましたが、本番に強い利用者さん達です。
しっかり走ることが出来ました。
毎年行っている種目の花文字作りは、全員で協力して「走れにじの会」を作りました。これは窪
田美雪さんが考えてくれた今年のスローガンです。玉入れはご家族と一緒に楽しみました。工房毎
に赤白のチームに分かれての対戦は、今年も盛り上がりました。最後のプレイバルーンは昨年より
も綺麗に発表するように練習しました。各工房活動での取り組みも行っていたため、グループが一
つになっている姿が印象的でした。
スポーツ大会は、利用者さん一人一人が主役として活躍する日です。またグループとして皆で協
力して作り上げるものでもあります。今後も健康のために、また楽しみながら活動できる場を提供
して行きたいと考えています。

（支援専門
3

田島多恵子）

1992 年 4 月 17 日第三種郵便物認可（毎月 3 回７の日発行）
2015 年 1 月 18 日発行 SSKR 増刊通巻第 7412 号

～クリスマス会～
１２月２３日（火）にクリスマス会が行われました。
例年、２部構成となっていますが、今回の第１部では、木谷正道さんの心の唄バンドの歌と演奏
を聴きながら、クリスマスのスペシャルランチメニューを堪能しました。木谷さんの歌と語りで会
場の利用者の皆さんが一体となり、和やかなランチタイムでした。
第２部の始まりでは、誕生会のボランティアとしても来て頂いたことがある、長谷川繁さんが新
たなグループ（Ayanim：アヤニ）を率いてゴスペルの歌を披露してくださいました。
そして続いては、この日に向けて音楽活動で練習を積み重ねてきた未来工房にじ利用者のクリス
マスの歌と演奏の発表があり、真剣に取り組んできた練習の全てが実感できる素敵なステージでし
た。
最後に行なわれたダンスパーティーは、会場内が“グッ”と熱くなり、熱気に覆われるほどの雰
囲気でした。ゴスペルの歌に心引き込まれて聴き入り、音楽活動の練習で励んだ成果を披露して、
ダンスパーティーで汗を流しと、今年のクリスマス会プログラムは利用者の皆さんが溶け込み、皆
が一緒に参加できた素敵なパーティーになりました。

木谷さん「心の唄バンド」 ゴスペル「Ａｙａｎｉｍ」 未来工房コーラス

ダンスパーテｲ―

～第１２回成人式～
第１２回成人式～
１月９日（金）午後、第１２回の「にじの会成人式」と「成人を祝う会」が行われました。
平成２７年の新成人１２６万人のなかで、にじの会では岩曽一希さん（大沢にじの里生活介護）、
松尾昌宥さん（就労移行支援）、岩下 和さん（就労継続支援Ａ型）、小林依子さん（就労継続支援
Ａ型）の４名の方が新成人となりました。成人式では役職員からのお祝いと励ましの言葉で厳粛な
気持ちとなり、祝う会では利用者の皆さんで、「未来へ」を歌い成人の門出をお祝いしました。
新成人の皆さんのこれからのご活躍を期待しています。

にじの会成人式

成人を祝う会

4

1992 年 4 月 17 日第三種郵便物認可（毎月 3 回７の日発行）
2015 年 1 月 18 日発行 SSKR 増刊通巻第 7412 号

年末年始帰省期間報告
＜帰省期間旅行／伊豆スポーツランド＞
帰省期間旅行／伊豆スポーツランド＞

12 月 28 日、帰省期間旅行で東伊豆の稲取へ行って来ました。２泊３日ということで、利用者の
皆さんも、とてもうれしそうに出発されました。今回の旅では、私自身、普段接する機会が少ない
利用者さんとも車内やホテルで御一緒する事が出来て、とても会話が盛り上がりました。
二日目は、雨天となりましたが、室内の爬虫類動物園にて楽しまれています。珍しいワニや大き
なカメに皆様驚かれていました。お土産も充実し満足な御様子でした。
夕食は名産の金目鯛の煮つけが美味しく、バイキングも楽しみ、笑顔の多い思い出をたくさん作
る事が出来ました。

（帰省期間旅行担当:佐藤

健太）

＜日中余暇外出／初詣・カラオケ
＜日中余暇外出／初詣・カラオケ＞
・カラオケ＞

年が明けた１月２日に余暇外出に行ってきました。前日の天気予報では雪の可能性ありとのこと
でドキドキしていましたが、見事冬晴れとなりました。利用者の方１１名と共に、大澤八幡神社へ
の初詣、ビッグエコーでの歌い始めを行ってきました。初詣は慣れたようにおじぎ、手打ちを行い
お参りしました。次のビッグエコーでは昼食を兼ねたカラオケで、思い思いの歌を歌いながら、好
きなものを飲み、食べ、また歌いそして食べと皆さん笑顔で楽しむことが出来ました。
（余暇外出担当：坂野

健司）

＜大沢にじの里での年越し／音楽
＜大沢にじの里での年越し／音楽＞
／音楽＞

12 月 31 日大晦日。6 名の方が音楽活動に参加しました。通常は活動場所が異なることから、一
緒に音楽活動に参加することは難しかったメンバーと活動を行うことが出来ました。始めは、いつ
ものように始まりの歌を歌いました。次に、音楽とは無縁そうに見える輪投げに挑戦しました。身
体を動かした後の歌が気持ち良く歌えるように、また参加メンバーと和やかな雰囲気を作りたいと
考えたからです。「お正月」を大きな声で歌うことが出来ました。（支援専門音楽：永野朋子）
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利用者作品の美術展入選報告
岡本大地

小原紘平

これまでは東京都内のコンク
ールに限定して応募して来まし
たが、初めて大阪のコンクールに
チャレンジ。結果、左記の二名が
ビックアイ・アートプロジェクト
に入選となりました。入選作品の
展覧会は東京都内でも開催され
る予定です。

にじの会カレンダー制作・販売状況のご報告
にじの会の活動で制作された利用者作品を活用し、今年のカレンダーを
５００部作成いたしました。先行して購入して頂いた方からのクチコミに
より販売数が伸び、想定以上に多くの方々に購入して頂く事が出来まし
た。販売ルートが確立していない中での初めての試みでしたが、多くの
方々に支えて頂き、法人外部の方々にも多数購入して頂けた事に感謝して
おります。まだ若干の在庫がございますので、購入ご希望の方はお早目に
美術スタッフの千葉・臼井にお問い合わせ下さい。
（支援専門・美術千葉）

＜地域での日中活動報告・大沢にじの里＞
＜地域での日中活動報告・大沢にじの里＞
大沢にじの里の日中支援活動では、毎月１０００円の本人支給金を使用し、利用者のグループで
買い物に出掛けたり、外食に出たりと楽しい社会参加のための外出の機会を持っています。

カラオケでは軽食も楽しみ

カラオケでは好きな歌を熱唱

外食を楽しみにしている人は多い

ボーリングにもいくよ。元気に

メニューを見て「何を食べよう？」

楽しく参加しています。
（大沢にじの里日中支援
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田中克樹）
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新ホーム進捗状況報告

地鎮祭（御家族代表と）
地鎮祭（御家族代表と）

工事状況（平成２６年１２月）

女性用グループホーム（３階建て２ユニット１２名）は、平成２７年３月完成・５月開所を目標
に、平成２６年１１月中旬に着工しました。建設を発注している深山工務店には、昨今の建設需要
急増による人材・資材確保難の中、工期短縮に向けて努力してもらっていますが、ホームの完成は
４月下旬に延びる事になりました。このため、ホーム開所も１ヶ月遅れ、平成２７年６月１日の予
定となりました。
平成２７年１月は基礎工事が終わり、鉄骨組み立ての工程に入っています。入居を心待ちにされ
ている１２名の方達が素敵なホームでの生活が出来る様に、建物や設備・毎日の生活・支援体制等々
の打ち合わせを行っている状況です。

（新ホーム開設プロジェクトリーダー

下山唯人）

平成２６年職員
平成２６年職員表彰
職員表彰
１２月２７日（土）の職員全体研修会に引続き、平成２６年の職員表彰が行われました。
今回表彰された方は、以下の皆さんです。

運営功労賞
事由

支援専門部門

田島多恵子

永野朋子

千葉鉄也

秋山葉

桒本武

臼井絵子

各専門分野の取組により支援内容の向上と提供サービ
スの拡大を実行した事
運動

ウォーキング大会の新規開催

音楽

文化行事の主催と利用者発表の充実

美術

利用者作品の出展とアートカレンダーの制作

優秀勤続１０年賞

片岡紘二

優秀勤続

秋山葉

５年賞

花井瑞明

池本斎生

田島多恵子
望月由美

田中乾
山下典孝

山下雄作

小田篤

佐藤智観

中嶋みゆき
横倉忍
7

佐藤美絵

中本由美子

清水澄雄
三瀬康之

諏訪拓
南直志
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社会福祉法人にじの会が
多摩信用金庫主催「
多摩信用金庫主催「第 12 回多摩ブルー・
回多摩ブルー・グリーン賞」におい
グリーン賞」におい
て「多摩グリーン賞（
て「多摩グリーン賞（経営部門）
経営部門）最優秀賞」
最優秀賞」を受賞しました。
受賞しました。
「最優秀賞は社会福祉法人にじの会！」
平成２６年１２月１１日（木）立川パレ
スホテルにて、
「第１２回多摩ブルー・グリ
ーン賞」表彰式が行われ、グリーン賞に応
募した５１組の中から、にじの会の「住み
慣れた地域に障害者が働く場と生活の場を
つくりたい」という設立の趣意と１２年間
の実践が、
「グリーン賞」最優秀賞を受賞し
ました。たましん理事長の八木様から石崎
理事長が賞状・盾・副賞（１００万円）を
授与され、御礼のスピーチをさせていただ
きました。
ブルー賞は優れた技術や製品で地域経済の発展に貢献した企業等
を、又、グリーン賞は新しいビジネスモデルにより地域経済の発展に
貢献した中小企業や団体または個人事業主を表彰するものです。
関満博選考委員長より、厳正な審査の結果、障がい者の方々もとも
に地元地域で安心して働ける場を作り上げ「安心・安全・高品質」な
食の提供にも貢献している「社会福祉法人にじの会」のビジネスモデ
ルを高く評価し、最優秀賞に決定したというご講評をいただきました。
今回の受賞によって、表彰された団体約１２０社で構成する多摩ブ
ルー・グリーン倶楽部の会員として、広く地域の企業・団体との交流
の場を頂く事になりました。また、表彰式に参加した立川市長が大変、
関心を持たれ、市職員が先日、ハーモニー事業状況のインタビューに
来所されました。新聞にも受賞の記事が取り上げられました。今後は
様々な機会を頂くかと思いますが、にじの会の更なる発展につなげて
いきたいと思っております。
（就労支援事業統括主任

『にじの会便り 52 号』

定価

諏訪

拓）

50 円
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