1992 年 4 月 17 日第三種郵便物認可（毎月 3 回７の日発行）
2017 年 1 月 20 日発行 SSKR 増刊通巻第 80006 号

ｓ

社会福祉法人

ＳＳＫＲ
にじの会 だより

Vol.60

にじの会
理事長 石崎

優仁

〒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：nijinokai.org

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

平成２９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（平成２８年）は、にじの会法人設立１５周年の年でしたが、４月には障害者差別解消法が
施行され障害者が地域住民の一人として共に生き共に支え合う社会がスタートしたところで、７月
に津久井やまゆり園の事件が発生し、障害者差別意識の根の深さを実感させられた年でした。また、
４月に発生した熊本地震や８月の東北の水害で、直下型の地震のこわさと日本全国どこでもいつで
も起きておかしくない自然災害の状況に、あらためて５年前の東日本大震災の教訓を思い起こさせ
られた一年でした。
このような状況の中で、にじの会では新規の事業展開は行わず既存事業の充実と組織・職員の強
化に取り組んだ一年になりました。「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
るように必要なサポートを行う事」を支援目標として、重度障害者の意思決定の支援や本人の積極
的な活動への取組をサポートするとともに、ハーモニー等の就労支援事業を、ガーデンの体制の刷
新や新製品の発売等で就労売上の増加に取り組むとともに、雇用利用者を増加して地域の働く場と
しての機能向上を図りました。また、防災対策につき BCP の実践訓練を実施し災害備蓄の充実を
図るとともに、本部の照明を LED 化し原発に依存しない社会に向け省エネ化の努力を続けました。
今年は、昨年の取組を引継ぐと同時に、利用障害者の高齢化対策として認知症の早期発見治療や
運動機能低下防止プログラムを実施する事、介護保険サービスとの連携体制の構築を図る事、家族
の高齢化に伴う障害者の地域生活支援力の向上を図る事等が重要な課題となっています。また、昨
年３月の社会福祉法改正により社会福祉法人の組織が改変され、評議員会が議決機関化されたこと
に対応し、にじの会も今年４月から新評議員会が、６月から新役員体制がスタートする事になりま
す。改正法で求められる地域貢献活動も住民協議会等と協力して進めて行きたいと考えております。
にじの会が地域の知的障害者の支援拠点として役割を果たしていけるよう、皆様のご指導とご支
援をいただきながら、今年も頑張ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、今年が皆様に幸多き年になりますよう祈念申し上げます。

1

1992 年 4 月 17 日第三種郵便物認可（毎月 3 回７の日発行）
2017 年 1 月 20 日発行 SSKR 増刊通巻第 80006 号

第 13 回にじの会まつりを開催しました
平成２８年１０月２９日（土）秋晴れの日、にじの会まつりが開催されました。おかげさまで今
回で１３回目を迎え、これまで同様に、ご家族をはじめ、後援会、ボランティア、近隣の皆様にご
協力をいただき、充実した楽しい一日になりました。
オープニングの「わっしー音頭」に始まり、６つの出演団体の方々による音楽や踊り、そして利
用者の皆さんによる音楽発表もあり、日頃の練習の成果を披露させていただきました。今回のイベ
ントでは音響の充実も加わり、迫力ある演奏になりました。舞台発表者と観客とが一体となること
で、皆さんの笑顔が集まり大盛況でした。音楽に合わせて手をたたく人や、踊る人の楽しい様子が
全体に広がった中に、司会を担当したワークショップハーモニーの２名の利用者の元気な声が、楽
しいイベントにより一層の花を添えてくれました。

ハーモニーの方による司会

出演者による演奏を楽しんでます！

生活介護利用者による発表

みんなで阿波踊り＼(^o^)／

今回の模擬店では、カレーライス、焼きそば、唐揚げ、豚汁、フライドポテト、オーソレミオで
の喫茶とワークショップハーモニーのパン、入り口付近では近隣の農家からの野菜、各工房の商品
を販売しました。また昨年に引き続き、今年もワークショップハーモニーの屋上レストランが大盛
況で、おいしい料理がたくさん販売され、お昼の時間帯には順番待ちするほどの人気でした。
紙芝居や遊びコーナーも設置され、お絵描きコーナー、ストラックアウトなど子ども達が楽しめ
るゲームが充実し、外でも中でも楽しいイベントが盛りだくさんでした。
バザーでは、事前に何日かに分けて準備がされ、後援会の皆様のご協力の下、たくさんの商品が
中庭に並べられていました。商品を手に取るお客様と、売り子をして下さった後援会の皆様とで楽
しいひととき、良い交流の場が持たれていました。
出演されたイベントボランティアの皆様による歌や演奏、そして阿波踊り、後援会の皆様のご協
力により、利用者、ご家族の皆様が地域の方々との交流を深め、地域の方々のご理解を深めて頂く
大切な日になりました。心より感謝申し上げます。

模擬店大盛況！

後援会によるバザー
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（定期行事担当

池本斎生）

ハーモニー屋上レストラン
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第６回にじの会スポーツ大会

「誓いの言葉」

「障害物走」

「障害物走」

１１月１６日、第６回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。今年のスローガンは、“困難な物事などにもあきらめずに立ち向かい続け、地道な努力を続け
ていけば必ず自身の力になる”と言う意味を込め「飽くなき挑戦 継続は力なり」にしました。
競技内容は「台風の目」一種目を追加し、多くの方がリズムよく走ることができました。追加した
競技を含め、プレイバルーンなどの競技は、周りの人と一緒に行動しなくてはなりません。協調性、
気遣い、助け合いが芽生えて、仲間づくりに適していると思われます。他競技についても練習をす
ることで、身体機能の維持や向上のためになる要素が多く含まれています。
***************************************************************************************
工房単位での運動活動に変更し、約二年が経過し
ます。以前は運動活動に参加できなかった方も参加
ができるようになりました。今大会においても、参
加予定種目に全利用者が出場できたことに利用者の
成長と、練習の成果を感じ取ることができました。
利用者の各自が目標を持ち、前に進んで行くために、
長いスパンを掛け、みんなで協力し合う体制づくり
を行い、また障がいの状況はそれぞれ違うからこそ
「どうやったら気持ちよく楽しく運動できるか」

「エビカニダンス」

をスタッフは常に想像し活動の支援を行ってきた結果でした。
ご家族の皆様が、ご家族参加種目「ボールで陣取り合戦」で汗を一緒に流し、利用者の頑張りに
一杯の声援をして頂きました。また、運営をサポートして頂いたボランテイアの皆様にも感謝申し
あげます。ありがとうございました。

（支援専門：運動

桒本 武）

***************************************************************************************

「応援席」

「大玉転がし」
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「選抜リレー」
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「にじの会クリスマス会を楽しみました」
毎年恒例となっているにじの会のクリスマス会が、１２月２３日に行われました。前半は毎年
お越しいただいております「Kiyomi and issei」さんと、
「木谷バンド」の皆さんによる歌と演奏が
行われました。今年は食事後ということもあり、体を向けてじっくりと音楽を堪能し、演者と観客
の掛け合いも相まって、一体感を感じられる演奏会でした。
また今年初めての試みとして、メイン会場であるダイニングの他、一階談話コーナーに「ソウル
スター」さん、二階に「トランスポーターズ」さん、三階と仲工房に「ゆうま」さんをお招きする
事で、参加者の皆さんがゆったりと歌と演奏を楽しむことができました。
後半の第２部の始まりでは、昨年に引き続き長谷川繁さん率いる「Ayanin」さんによるゴスペ
ルを披露して頂きました。にじの会ではおなじみとなっている「種」が歌われると、皆さん笑顔に
なり、自然と口ずさんでいました。また、にじの会音楽スタッフによる歌とハンドベルによる演奏
も行なわれ、クリスマスソングを楽しんでいただきました。
休憩後はダイニングと二階工房の２会場でダンスパーティーを行いました。ノリの良い曲が流れ
だすとリズムに合わせて身体を動かし、元気一杯ダンスを楽しんでいる雰囲気でした。また生活棟
二階リビングでは、「ファンタジー」さんによる紙芝居が開催され、満席の会場の皆さんはクリス
マスをテーマにした紙芝居に引き込まれていました。
歌に演奏、ダンスに紙芝居と、今年も皆さん楽しんで参加されました。
（定期行事担当 大河原）

Kiyomi and issei

木谷バンド

クリスマスメニュー

ソウルスター

トランスポーターズ

Ayanin

ダンスパーティー

紙芝居「ファンタジー」

サンタさんからのプレゼント
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第 14 回にじの会成人式を開催しました
平成 29 年にじの会成人式が 1 月 6 日（金）に行われ、にじの会では 5 名の新成人が大人の仲間
入りをしました。町永敦郎さん（大沢にじの里園芸）松本慎太郎さん（にじアートわっしー工房）
清水優海さん（ハーモニーパン工房）菊田愛乃さん（ハーモニースモーク工房）高野美優さん（ハ
ーモニーガーデン）です。スーツ姿の新成人の皆様・ご家族の皆様は、にじの会役職員と共に、厳
かな中で成人式を行いました。お祝いの言葉と共に記念品が贈られ、新成人の皆様に届いた祝電を
披露させていただきました。
第２部の新成人を祝う会では年末から練習をしてきた利用者の皆様からの歌がプレゼントされ
ました。今から 20 年前にちなんだエピソードが紹介され、続いて幼い頃、思春期へと続きます。
最後は新成人、ご家族もご一緒に「世界に一つだけの花」が会場全員で歌われました。男性は凛々
しく、女性は清楚なスーツ姿の新成人の皆様、ひとりひとりが輝いて、大きな節目、そして、記念
となる大人へのスタートとなりました。

成人式集合写真

おめでとうございます！

（定期行事担当

みなさん緊張しながらも輝いています！

池本斎生）

成人を祝う会

第１回就労移行ＯＢ・現役交流会
ワークショップハーモニーの就労移行支援を経て、企業就職された卒業生が３０名を超えました。
これを機に、以前より検討していた卒業生と通所利用者の方達の交流会を初めて開催いたしました。
平成２８年１２月２３日の午後、卒業生は繁忙期にもかかわらず予定を調整してハーモニーへ来
所して下さいました。勤務シフトを調整して参加して下さった方もいて、大変有難かったです。
就職５年目から１ヵ月目の方まで、様々な企業や職種で頑張っていらっしゃる卒業生６名と現在
就労移行を利用されている方３名、就労移行スタッフ３名での交流会になりました。
この日が初対面という方も多く、最初は緊張気味でしたが、自己紹介を兼ねて「ご自分の仕事に
ついて」話していただくうちに、だんだんと場も和み、
「仕事の楽しさ、大変さ」
「余暇の過ごし方」
「現在の悩み」「これからの目標」等々、会話も弾み、笑いもありました。また、利用者の方の質
問にも気軽に答えていただき、参加者全員で「働くこととは」を楽しく真面目に共感できた交流会
になりました。グループホームで自立した生活を始められた方、仕事に自信を持って取り組まれる
ようになった方、仕事と余暇を両立させて充実されている方等々、すっかり頼もしくなった卒業生
に、スタッフも嬉しい時間を過ごすことができました。卒業生の皆様に感謝申し上げます。
＜就労移行 OB・現役交流会の様子＞

（就労移行支援事業主任
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年末年始帰省期間支援（宿泊旅行）
期間

平成 28 年 12 月 29 日（木）～31 日（土）2 泊 3 日

旅行先

神奈川県湯河原町（1 日目

宿泊先

伊東園ホテルズ「ホテル四季彩」参加利用者 17 名

小田原城址公園

2 日目酪農王国オラッチェ）
スタッフ 10 名（運転手含む）

1 日目は、箱根の鈴廣かまぼこの里で「金目鯛の炙り飯御膳」に舌鼓。その後小田原城址公園を
散策。一昨年は改装中だった立派な天守閣が、我々を出迎えてくれました。宿泊先は神奈川県湯河
原町にあるホテル四季彩。温泉でのんびりしながらバイキングの食事を楽しみました。2 日目は、
静岡県函南町にある「酪農王国オラッチェ」で動物に触れ合ったり、搾り立ての牛乳やソフトクリ
ームを堪能し、周辺の雄大な平野をのんびりウォーキングして自然を満喫しました。
３日間良い天候で利用者のみなさん、大いにリフレッシュ出来ました!

（宿泊旅行担当

新津）

鈴廣かまぼこの里

小田原城址公園

園内機関車内にて

牧場王国オラッチェ

動物とのふれ合い

楽しい３日間でした！

年末年始帰省期間支援（余暇外出）
期間

平成 29 年 1 月 2 日（月）外出先

参加利用者 9 名

スタッフ 6 名

大澤八幡神社

野川公園

三鷹市役所前ビックエコー

計 15 名

年末年始日中余暇外出では、大澤八幡神社にて初詣を行いました。利用者の皆さん手を合わせお
願い事をされていました。その後は野川公園に散歩へ出掛け３０分程ウォーキングを行いました。
天気も良く利用者の皆さん軽快な足取りで散歩を満喫されていました。散歩後は、カラオケ店にて
昼食を食べながらカラオケを楽しまれていました。

大澤八幡神社

野川公園
6

（余暇支援担当

大城）

ビックエコーカラオケ店
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平成２８年度

第４回全体研修会報告

平成 28 年 12 月 28 日に職員全体研修（今期 4 回目）を行いました。
今回のテーマは「メンタルヘルスと人権擁護を学ぶ」という
事で、外部から講師を招き職員の知識・意識向上を行いました。
午前の部では、他施設体験研修を行った 4 名の職員から、他
施設から学んだ事・にじの会で活かせる事を発表しました。次
に広島国際大学の寺沢英理子氏の「こころのストレッチ」を行
い、職員のメンタル向上の講義をワーキング（性格判断や色鉛
筆で絵を描いたりしました）を交えて行いました。
寺沢英理氏「心のストレッチ」

午後の部では、NPO 法人

Panda-J

白梅学園大学の堀江まゆみ氏から「虐待防止と職員の心

構え」と題して、障害者虐待防
止法を堀江氏自身の経験を交えながら、なぜ虐待が起きるのか、虐待を起こさない様に事前にどの
ような対策を行うのか等、とても理解しやすい講義でした。
平成２８年度第三者評価結果の報告も評価担当の日本コンサルテイング（株）から説明があり、
充実した一日研修となりました。

（研修委員長

下山唯人）

平成２８年職員表彰
平成 28 年の職員表彰が、12 月 28 日の全体研修会の場で行われました。今年の表彰者は以下の
皆さんです。
１．研究功労賞
にじアート「わくわく工房」
（横倉忍・大河原侑弥・山下雄作・吉野理）
＜表彰事由＞
行動障害を持つ利用者が自ら参加できる活動
プログラムの創造と実践
２．勤続表彰

優秀勤続１０年賞
福島章・大河原侑弥・横内美代子・八木久美子・
千葉洋子

優秀勤続５年賞
大城佑一・木村智也・桑原裕一・野口範子・曽根隆・
佐々木百紀美・大門亮・壬生竜
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＜就労支援事業報告＞

新商品紹介 「最高級国産小麦の PREMIUM 食パン」
平成 28 年 12 月より、にじの会の食パンは材料の小麦粉を
最高級国産小麦(北海道産)「はるゆたかブレンド」へ変更し、
プレミアム

「PREMIUM 食パン」を新発売致しました。もっちりふんわり
とした食感が特徴で、小麦本来の風味がお楽しみ頂けます。更に
「山型食パン」は「牛乳仕立てタイプ」と「牛乳不使用で最高級
発酵バター増量仕立てタイプ」をお選び頂けます。
「山型食パン」
(300 円)、丸型の「ラウンド」(400 円)、「玄米食パン」(340 円)
と価格もにじの会ならではの特別価格です。爽やかな朝にぴった
りの食パンを是非ご利用ください。

新販売先紹介

「都立狛江高校の出張販売」

10 月より都立狛江高校様からご依頼を受けまして、昼休み時間での焼き立てパンや
揚げ立てコロッケなどの出張販売を開始致しました。休憩時間のチャイムと同時に、生徒さん達が
大きな足音と共に走って来て、あっという間に階段の上まで賑やかな行列となり、10 分後の休憩
時間終了のチャイムが鳴るとサーッといなくなる状況です。先生方も含め毎日楽しみにされており、
ハーモニー利用者も交代で販売を担当しながら生徒さん達と交流しています。
（A 型 清水宏一郎）

ハーモニーガーデンの新メニューご紹介
～一人様用コース「ガーデンコース」と豊富な種類のピッツア・パスタが登場～
ハーモニーガーデンでは平成 28 年 11 月より、グランドメニューとコースプランを大幅にリニュ
ーアルしました。イタリアのポルチーニ茸を使用したパスタやじゃがいものニョッキのピザ窯焼き、
自家製スモークのメイン料理などより本格的になりました。中でも好評なのが、お一人様からご注
文頂ける「ガーデンコース」です。以前からディナータイムや土曜日のセットメニューのご要望が
あり、それに応える形でご用意しました。最初にサラダとその日のお料理 2 品がのったワンプレー
トが出され、その後にピッツァかパスタ 5 種類の中からお選びいただけます。これにドリンクがつ
いて 1280 円とボリューム満点、大変お得なコースになっています。
また、パンコーナーの商品の入れ替えを行いました。未来工房からも食事に合う国産ライ麦のパ
ンなどたくさん仕入れ、ハーモニーのフランスパン生地やデニッシュ生地の新作パンもたくさん並
び、とてもおしゃれな雰囲気になっています。
12 月にはＦＭ調布「福祉調べ隊」にも取り上げていただき、インタビューが放送されました。
もっともっといろいろな方に「おいしい味」を知っていただきたいと思っておりますので、皆様の
お越しをお待ち致しております。
（ハーモニーガーデン 諏訪 拓）

『にじの会便り 60 号』

定価

50 円
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