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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

平成最後の新年を皆様いかがお迎えになられたでしょうか。
昨年は、にじの会も最初の施設「大沢にじの里・未来工房にじ」の開設１５周年を迎えましたが、
いくつかの重要な課題に取り組みました。
まず高齢化の課題です。当初からの利用者の方々も年齢を重ねてきて高齢化による心身機能低下
が多くの方に発生してきており、利用者のご家族の高齢化は更に進んできています。にじの会では、
高齢化による機能低下防止の取組を実施するとともに、要介護状態の方には介護保険の施設サービ
ス利用への移行を進めてきております。また、帰省日数の弾力化や家族連絡会の簡素化等の家族の
高齢化への対応も実施いたしました。
また従来からの課題であった「重度利用者の意思決定や意思表示への支援」に ICT 機器を活用す
る取組を開始いたしました。電気通信大学の水戸准教授のご協力を得てタブレットを使った美術・
運動活動や余暇・音楽等の選択画面の開発等を始めてきており、徐々に実用化を図っています。
同時に、昨今の福祉職員不足に対応する取組も開始いたしました。ベースアップ等の処遇改善を
実施するとともに、キャリアアップを促進し、より働きやすい職場づくりに向け、人事制度改善を
職員自身がプロジェクトを組んで取り組みしてきております。今年の新卒者採用等に取組の成果が
出始めております。
更に、一昨年６月から開始した三鷹市大沢地区の高齢者の買い物送迎支援事業も１年半が経過し、
１１月に２００回記念パーテイーを実施いたしました。地域貢献事業として地域のケアネットと共
同して進めており、しっかりと定着してきております。
今年は、法人設立１８年目となります。昨年からの課題に引き続き取り組み、着実な前進をして
まいりたいと考えております。また、２年後の公認会計士監査の導入と設立２０周年記念事業の準
備も始めていくことが必要になっています。にじの会役職員一同、皆様のご指導とご協力を頂きな
がら頑張ってまいりますので、今年も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。
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買い物送迎支援事業 200 回記念パーティー
平成 30 年 11 月 23 日（勤労感謝の日）の午後に「買い物ツアーかわせみ」の実施 200 回記念
パーテイーを「大沢にじの里」で開催いたしました。
平成 29 年 6 月にケアネットおおさわ「買物ツアーかわせみ」と
にじの会が協定を結んで開始してから 1 年半で、無事故で安全に
実施 200 回を達成しました。祝賀パーテイーは、主催者として「買
物ツアーかわせみ」の得能代表と、にじの会の石崎理事長のご挨
拶から始まりました。得能代表が買い物ツアーの趣旨を説明され、
石崎理事長は三鷹市大沢で障害者施設を開設してきた経緯を報
告致しました。引続き大沢住民協議会の石崎明会長が、大沢住民
協議会もこの事業を応援している旨のご祝辞の後、乾杯のご発声
をおこないました。

ご来賓の清原慶子三鷹市長からは、「買い物支援事業が地域共
生の大事な事業であり、この記念パーテイーは５つの「か」
（１．
買い物２．かわせみ３．感謝４．感動５．かけはし）の素敵な会
です」というご祝辞を頂きました。当日のご出席は約４０名の皆
さんで、ハーモニー惣菜工房の手づくり弁当やロールサンド等を
味わいながら懇談を楽しみました。
パーテイーの後半は、まず、にじの会の音楽専門の榎窪スタッフ
のアコーデオン演奏と石崎茂子副理事長のリードで、楽しく「故郷
の空」や「青い山脈」をみんなで歌いました。
次は、各グループの利用者の方々やサポーターの皆さんからのご
挨拶で、「かわせみ」に参加しての感想や事務局の方々への感謝の
言葉が多く出されました。お礼の花束を事務局に贈呈された方もお
られました。また、大沢地域包括センターの香川所長からは「サポーターの方たちも買い
物を一緒に楽しんでいます。」とのご挨拶もありました。続いて、にじの会の運転手４名
が自己紹介し大型運転手としての経歴と安全運転を今後も続けることを誓っていました。
最後に、「上を向いて歩こう」を全員で合唱してパーテイーは終了しました。
今回のパーテイーには多数の利用者・サポーターの方が参加し、楽しい交流の機会を持て
ましたが、今後４００回・５００回と無事故で「かわせみ」の事業を継続していきたいと
願っています。
（地域貢献担当：飯野龍二）
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第８回スポーツ大会の報告
平成３０年１１月２２日（木）第８回にじの会スポーツ大会を、三鷹中央防災公園・元気創造プ
ラザ内ＳＵＢＡＲＵ総合スポーツセンターメインアリーナにて開催致しました。会場として使用し
た体育館は、にじの会の利用者が日々の運動活動でも使用し、大会に向けての練習を積み重ねてき
た施設でもあります。競技内容は、器械運動・ダンス・ボールで陣取り合戦・大玉転がし・台風の
目・選抜リレー・プレイバルーンの 7 種目。それぞれに全員が参加し、自己の能力を遺憾なく発揮
して、仲間との協力し合う姿を発表しました。大会が成功裡に開催できたのは、利用者の方々が日々
の運動活動を継続してきた努力の賜物です。平成最後のスポーツ大会は全員が自分のベストを尽く
し閉幕しました。

「誓いの言葉」

（支援専門 運動：桒本 武）

「ご家族と対戦」

「選抜リレー」

三鷹市民駅伝でがんばりました
平成３０年１１月２５日（日）第２７回三鷹市民駅伝大会で、一般男子の部に利用者４名が出場
しました。第一走者に小林龍介さん、第二走者に吉野敏弘さん、第三走者に串田佳輝さん、第四走
者に町永敦郎さん。伴走スタッフと大会本番を想定した練習を行い、良い状態で大会に臨むことが
出来ました。結果は、過去最高の 76 位（一般男子の部 124 チーム参加）・総合成績 118 位（200
チーム参加）で、タイムも目標にしていた１時間を切って 58 分 17 秒の好記録でした。応援に駆け
付けて下さったご家族とスタッフの声援を力に、額に汗を光らせ、眼光鋭く前方を見つめ、襷をつ
なぎ走り切った４名は、まさにアスリートであり美しい姿でした。 （支援専門 運動：桒本 武）
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大沢にじの里自衛消防隊が消防庁の表彰を受けました
１１月９日（金）１１９番の日に三鷹市芸術文化セン
ター「星のホール」で開催された「三鷹消防署防火の
つどい」において、大沢にじの里自衛消防隊が、東京
消防庁から【自衛消防組織業務適切功労】として「東
京消防庁予防部長表彰状」を授与されました。
日頃から災害発生の未然防止や防火防災思想の普及
など、地域の安全に尽力（案内状より）したことが評
価されました。
にじの会を代表して、下山防災・安全衛生委員長が三鷹消
防署の小森署長から表彰状を受け取りました。
大沢にじの里自衛消防隊は、平成３０年６月２２日に行わ
れた三鷹市自衛消防訓練審査会２号消火栓の部で優勝をして
おり、下山委員長と１Ｆ生活の染谷スタッフが参加しました。
（防災担当

金子 修）

第 16 回にじの会成人式
平成３１年 1 月 11 日（金）
早春のような日差しの中、
本年度四名の新成人を祝
う、にじの会成人式が大
沢にじの里で行われまし
た。
当日、晴れやかに着飾った新成人の皆様とそのご家族を囲
み、和やかでありながらも厳粛な雰囲気の非常に素晴らしい
お祝いの席となりました。また、三鷹市社会福祉協議会様や
にじの会後援会様からも暖かいご祝電を頂き、お祝いの席に
花を添えて頂きました。めでたく新成人を迎えた皆さまをい
つも暖かく見守り、共に歩んでこられたご家族の皆様から一
言を頂いた時には、職員一同感動と共に本当にこの様な素晴
らしい時を共有させて頂いたことに感謝の気持ちで一杯になりました。
新成人の皆さま、本当におめでとうございました。（定期行事担当：垣野久宏）
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クリスマス会（大沢にじの里・未来工房にじ）
平成最後となるクリスマス会が１２月２４日、大沢にじの里にて盛大に行われました。今年のク
リスマス会は、にじアートと大沢に
じの里に分かれての開催となりまし
た。
それぞれの持ち味を活かした素敵
な会となりました。大沢にじの里に
も素晴らしい３組の地域のボランテ
ィアが訪れてステージを盛り上げて
くださいました。この日の昼食はク
リスマス特別メニューで、ロースト
チキンやビーフシチューなどのご馳
走に舌鼓を打ち、職員が演じるサン
タクロースからのプレゼントには皆
さん大いに興奮し終始笑顔の一日となりました。皆さんの心にとても良い思い出として刻まれたこ
とと思います。
（定期行事担当：垣野久宏）

クリスマス会（にじアート）
12 月 24 日に、にじアート成人と放課後等児童デイサービスの利用者さん合同で開催しました。
数日前からツリーや施設内の飾り付けを全員で行い、皆さん当日を楽しみにしていました。クリス
マス特別メニューの昼食を美味しく頂いた後は、イベントの始まりです。会場は「音楽演奏」と「ダ
ンス」に分かれ、大盛り上がりでした。「みんなでダンス！」はステップを踏んだり、手拍子をし
たり楽しく踊りました。音楽ボランティアさんは大道芸の音楽演奏「ブレルナ」さん。明るいリズ
ムの曲に皆さんタンバリンを鳴らして参加。元支援専門音楽スタッフの秋山葉さんは、ボランティ
アとして久し振りに来て下さいました。ギターを弾きながらクリスマスソングを披露。利用者さん
も職員も一緒に歌い、素敵なクリスマス会になりました。おやつの後はサンタに扮装した職員から
プレゼントを受け取り、皆さん笑顔が輝いていました。
（定期行事担当：中嶋みゆき）
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ＯＢ交流会・事業報告

今年度で３回目の取り組みとなった今回は勤労感謝の祝日に設定しました。利用者と卒業生
の双方からの希望で、ハーモニーガーデンで開催させていただきました。参加者は卒業生８名、
利用者４名の計１２名でした。店内の中央を仕切ってスペースを設け、コの字型にテーブルを
セッティングしていただき広がりのある空間の中で皆が顔を合わせられ、とても良い雰囲気で
行うことが出来ました。時間は午後のティータイムで、飲み物、軽食とそれぞれの好むスタイ
ルで飲食を楽しまれました。交流会では、自己紹介の後、フリータイムで歓談されました。勤
務歴７年の方が、仕事を続けるコツとして仕事とプライベートを分けるアドバイスをくれまし
た。２月に卒業した方は自分の仕事内容と仕事の感想をメモに書いて準備をしてくました。又、
定着支援で担当者が１カ月に一度来てくれるのが嬉しいとも伝えてくれました。会を通して、
卒業した皆さんは仕事を通して日々感じている気持ちを言葉にすることでやる気を高め、現利
用者の皆さんは生の声を聴くことで、働くことのイメージや目標等を考える機会になったので
はないかと思われます。スタッフにとっても、定着支援を兼ねて、就職卒業生の近況や成長を
知ることができる貴重な機会となりました。
（就労移行：小木曽 淳）

放課後等デイサービス

冬季日中支援・事業報告

12 月 26 日 27 日・1 月 7 日の実質 3 日間の日中支援でした。今回は、にじアートの各工房と活動
部屋の調整を行い、12 月中は 3 階の工房創楽、1 月は 1 階のわっしー工房の部屋を利用しての活動
をしました。いつもの環境と異なることで戸惑う様子も見られましたが柔軟性のある利用児たちは
直ぐに適応してトイレの場所を覚えたり、各階の移動もスムーズに動いていました。27 日は午前
に元気創造プラザでの運動に、午後はハーモニーガーデンに出掛け、デザートを食べてきました。
運動では、ボールを使い、ドリブルや鬼ごっこをして体を動かしました。午後のお出掛けではファ
ミレスとは違った雰囲気を感じながら、みんなで静かに待っていたり、デザートのガトーショコラ
が来ると会話を楽しみながら、みんなで美味しくいただきました。 （児童デイ：福島章）
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第４回全体研修会報告
平成 30 年 12 月 28 日（金）に職員研修として第 4 回全体研修を実施しました。テーマは「法律
が施行された意味を理解し、外部研修や他部署での取り組みを学ぶ」でした。
午前中は、それぞれの部署（22 部署）が 1 年かけて取り組む部署別研究の中間報告を行いまし
た。ＩＣＴを用いた意思表出支援の研究や、社会生活力アップを目指した支援の研究、2018 年 10
月から開始した就労定着支援の研究などがありました。
次に日本社会事業大名誉教授で、にじ
の会監事の佐藤久夫先生による「障害者
権利条約と障害者差別解消法が生み出
しつつある変化」をテーマに、日本が障
害者権利条約の批准するに至るまでの
経過、障害者差別解消法、障害者権利条
約第 12 条と意思決定支援について学び
ました。障害者差別解消法では、様々な事例の紹介があり実際にあった相談事例から対応、結果ま
でとても分り易く説明して頂きました。
午後からはにじの会三上理事による「にじの会利用者支援の変遷
と支援の基本」のテーマで、にじの会設立から現在までの支援の振
り返りを行いました。平成 15 年開所時の混乱期から平成 22 年～、
発達支援の視点からのアプローチ期、そして平成 24 年～、本人主体
の個別支援計画「寄り添う支援」までその時の時代背景や法制度の
変遷を交えながら説明頂きました。そして次に利用者支援の基本「寄
り添う支援」では、本人主体の支援、人権尊重の支援を柱ににじの
会の設立趣意を如何に具現化して支援を行っていくかについてのお
話がありました。
その他、スタッフが出向いた外部研修では①「コンプライアンス研修〜福祉施設の虐待防止のリ
スクマネジメント〜」…コンプライアンス違反が発生するメカニズムについて、虐待が起こる場面
では必ず組織的な要因がある。②「発達障害・知的障害がある子の『感覚』と認知」…自閉症の方
の過反応（感覚過敏・感覚回避）について ③「キズと治療法」…キズの治り方・湿潤療法に関し
て ④東社協知的発達障害部会 三年目職員研修…三年目職員の抱える悩みやストレスなど現在
抱える課題に関する意見交換など様々な分野の内容の報告がありました。高齢者施設の体験研修で
はデイサービスセンター エリカの報告があり、レクリエーションで楽しみながら体を動かすとい
う報告を聞きました。障害者施設の支援と高齢者施設の支援（介護）との違いまたは共通点などに
関して一日のスケジュールに沿いながらの説明でした。特別養護老人ホームみたか紫水園での見学
実習では栄養士が参加し、高齢者施設で実施されている食形態の分類や、嚥下機能が低下した方へ
の水分摂取方法など学ぶことが出来ました。にじの会全職員にとって実り多い一日となりました。
（研修委員会
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平成 30 年職員表彰の報告
平成３０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。今年は最初の施設開設
１５周年にあたっているので、勤続１５年の表彰者が初めて出ました。賞状と賞金が授与され出席
者全員の祝福を受けた、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「工房創楽」 （長谷川靖・高久江里・栗原あやな・桒子育也）
＜表彰事由＞利用者特性に対応する活動プログラムの開発と実践
２．運営功労賞
①人事制度プロジェクト

（新津健朗・田中克樹・八十岡芳一・大倉生・服部敏行・
飯田まゆみ・塚本舞子。大河原侑也）
＜表彰事由＞新卒者採用・職能基準表見直し・ホームページ向上等の取組

②高齢化対策担当
（佐藤昌美・坂野健司・花井瑞明・山本奈緒美・小野瑛介・天野裕可里）
＜表彰事由＞要介護利用者の介護保険施設移行と「工房えがお」での機能低下防止支援
３．勤続表彰
優秀勤続１５年賞
飯野龍二・清水宏一郎・川頭愛・田中克樹・前田健一・新津健朗・
坂野健司・時田秀明・清水美和・加納紀子・田村みさ子・近野八重子
優秀勤続１０年賞
松本修次・堀江利枝・萩谷美保子・村上道代
優秀勤続５年賞
伊藤春美・桒本武・国分大樹・佐藤良則・大澤修治

『にじの会だより 68 号』

定価

50 円
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