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第１３回にじの会文化行事報告 
― わくわくライブコンサート公演と音楽交流会 ― 

第 13回にじの会文化行事を 9月 19日（土）に三鷹市大沢コミュニティーセンター体育館に於い

て３００名超の方々の参加で開催いたしました。第一部は東北の民族歌舞団わらび座の和楽器ユニ

ット「わくわくライブコンサート」による公演でした。今年は音楽中心のプログラムで、日本の民

謡と世界の民族楽曲を和楽器で演奏するとっても懐かしい感じのするものでした。特に花笠音頭の

傘を使った艶やかな踊りや、躍動感一杯の虎の舞など、見ているだけで魂を揺さぶられました。演

奏者と一緒に参加できる工夫も随所にみられ、楽しい時間があっという間に過ぎていき、素敵な演

奏を堪能する事ができました。 

第二部の音楽交流会は、にじアートわっしー工房「いつものおんがく」、大沢にじの里せいびグ

ループの合奏「あめにぬれても」、未来工房にじの合唱「種」を披露しました。わっしー工房の「い

つものおんがく」は、大変な盛り上がりを見せる音楽のいつもの時間をご覧頂けたかと思います。

せいびグループは、練習を重ねてきた成果を発表することが出来ました。未来工房にじは、ゲスト

の長谷川繁氏のリードで自信に満ち溢れた大きな声で元気よく歌うメンバーの姿が印象的でした。 

 

 

 

  

      わっしー工房        せいびグループ        未来工房にじ 

最後に「花は咲く」と「故郷」を会場の皆様と合唱しました。それぞれの故郷と東北の被災地を

思う気持ちが、出演者と会場が混然一体となった雰囲気を作りだし、文化行事を締めくくるのにふ

さわしいものになりました。                 （文化行事担当 羽石 敏） 

 
社会福祉法人 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 

URL http://nijinokai.org 
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後援会による模擬店    にじの会利用者アート作品展   屋上イタリアンレストラン 

10 月 24 日（土）、第 12 回目「にじの会まつり」を、穏やかな秋晴れの下で開催しました。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。 

昨年好評だったハーモニーガーデンによる３階屋上での出張レストランは、パスタや前菜等、本

格的イタリア料理を提供し、来場者の皆様から今年も大好評でした。大沢にじの里２Ｆのゲームフ

ロアでは今回は新しくダーツのコーナーを設け、ゲームコーナーを回るスタンプラリーに参加する

人も多く大盛況になりました。       

また、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

まで楽しめ、笑顔が絶えず好

評を得ました。今回のテーマ

は「みんなで楽しもう！にじ

の会まつり」ということで、 ハーモニカ演奏の TOGETHER    紙芝居ファンタジー 

来場者の方や利用者の方が一緒に楽しんで参加して頂けるイベントが多くありました。にじの会の

利用者による音楽発表、織工房のファッションショーの発表、３B 体操ではにじの会の利用者と職

員が一緒に踊りました。外部ボランティアのハーモニカ演奏グループ「TOGETHER」はハーモニ

カに合わせて会場の方と歌を合唱しました。「秋山葉さんの歌と演奏」で会場は盛り上がり、最後

は「みたか市役所連」による阿波踊りで会場は一体となり楽しく踊って、無事終了となりました。 

今年のにじの会まつりには多くの地域の方々が来場して頂き、にじの会利用者や家族・職員と交

流しながら、秋空の下で楽しい 1 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。来年もどうぞよろしくお願いします。     （定期行事担当・田中克樹） 

 
若竹の会で南京玉簾       みたか市役所連と阿波踊り   だるチャンとダンスしました。     

 

「第 12 回にじの会まつり」を開催しました 
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 昨年から始まったアートカレンダーの作成・販売を今年も行います。昨年のカレンダーに寄せ

られた御感想・御意見に耳を傾け、その声が反映された商品としてリニューアルいたしました。

前回との違いはコンパクトサイズになった点と、罫線を引いてあるので予定を書き込む際に便利

になった点です。また予め綴じてあるので、新しい月になっても破らずに済みます。その為、使

用後に作品集として保存し利用できます。 

市場での希望販売価格は１２００円ですが、にじの会に直接申込まれる場合は直販価格８００

円とお買い得になります（送料は実費を頂きます）。ご希望の方は同封の申込書をご利用下さい。  

障害者の社会参加をより推進すべく、このアートカレンダーを通じてにじの会利用者の美術活動

の認知度を、さらに高めて行きたいと考えています。ご購入の程、宜しくお願い申し上げます。 

（美術スタッフ・千葉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

２０１６年にじの会アートカレンダーのご案内 

工房創楽共同作品「深海」     上萩晃士さん「koji の海」 池袋・西武デパート本店にて。入選作を前にピース！ 
 

 今年の東京都障害者総合美術展には上記の２点が入選しました。作品が展示された池袋の西

武デパート本店には、にじアート利用者およびスタッフで出向き、展示作品鑑賞と昼食会を行

いました。自らが制作したり合同制作に参加した作品が実際にデパートで展示され、多くの方々

に鑑賞して頂けている事を実感し、利用者の方々は喜びをまた新たにした様子です。 

 （美術スタッフ・千葉） 

 

東京都障害者総合美術展報告 
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              生活介護 大沢にじの里 

 

１０月２日（金）に昨年と同じ山梨県笛吹市にある浅間園にＢＢＱ＆ぶどう狩りに出掛けて来ま

した。前夜から朝方にかけての暴風雨でどうなる事かと思いましたが、皆さんの願いが叶い良い天

気での旅行となりました。美味しい焼肉と甘いぶどうを沢山食べ、食後は皆さん思い思いのお土産

を買い、満足そうな表情を浮かべながらの車中でした。尚、今回から園芸グループの皆さんも参加

され総勢７６人という大所帯での賑やかで楽しい旅行でした。（大沢にじの里生活介護 清水澄雄） 

                                  
           

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               生活介護 にじアート 

 10 月 9 日(金)は見事な秋晴れに恵まれ、にじアート利用者・スタッフ計 66 名で多摩動物公園へ

日帰り旅行に行ってきました。当日は電車組・大型バス組・公用車組に分かれて普段なかなか見な

い景色を楽しみながら往復移動し、到着後に公園入口の特大象のオブジェの前で写真を撮りました。 

緩やかな斜面の多い公園内では 8 グループに分かれ、ペース良く散策するグループ、ゆっくりグル

ープ、便利な園内巡回バスを利用するグループなどそれぞれのペースで散策や食事、お土産などで

皆さん一日楽しみ、リフレッシュされた様です。（にじアート 清水宏一郎） 

 

 

 

日帰り旅行 ぶどう狩り＆バーベキュー 

 
         生活介護 大沢にじの里 

 

日帰り旅行 多摩動物公園 
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               就労Ｂ型 未来工房にじ 

１０月１６日（金）に、未来工房にじの利用者の方２３名全員で、多摩センターにあるサンリオ

ピューロランドに行きました。当日は、雨が降り肌寒い日でしたが、利用者さんの気持ちは、とて

も明るく熱気一杯で行きました。現地のサンリオピューロランドは屋根があるので、雨の心配もな

く、キャラクターのパレードを見たりシアターでショーを見たりと、キテイーちゃんの可愛らしさ

と楽しさで１日満足する日帰り旅行となりました。また、昼食ではレストランで好きな料理を食べ、

おみやげを購入し、多くの社会経験をすることが出来ました。 (未来工房にじ 山下典孝) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          就労Ａ型＆就労移行 ワークショップハーモニー 

ハーモニー利用者会の一大イベントである「平成２７年度日帰りイベント」が８月２３日(日)に

コピス吉祥寺ＢＢＱテラスで開催されました。今回は企画を立ち上げる際、過去２年分の参加状況

を示し「より多くの仲間が参加するためにどんな企画が良いか」という話し合いから始めました。 

いざ話し合いになると様々な声が寄せられ、まとめあげることがむずかしい状況でしたが、初めて

「グループワークから発表」という流れをスタッフより提案すると、ボードには前向きに参加しよ

うとする多数の意見や感想が出され「コピスでＢＢＱ」が決まりました。「前日の準備をどうしよ

う?」「買い物チームも作らないと」・・。前々日の買い物、そして前日には空き時間を利用した野

菜のカットなど自分達で行い、当日の運び出しから実際焼いて食べるまで、ほぼ「自分達の手で」

作った企画となりました。「みんなで外で食べるご飯って美味しいよね」「茄子が焼けたのではやく

たべてくださーい」「野菜が残り過ぎちゃったな」。工房や男女の枠をこえてまさに「わきあいあい」

楽しむ姿がありました。 

「自分達のことは自分達で決める」。今年度第一回利用者会において確認したことが少しずつ形に

なっていると実感する企画となりました。    （ワークショップハーモニー 壬生 竜） 

 

 

 

 

 

日帰り旅行 コピス吉祥寺でバーベキュー 

 

日帰り旅行 サンリオピューロランド 
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＜夏季帰省期間 宿泊旅行＞ 

 平成２７年８月９日（日）～８月１１日（火）、夏季帰省期間旅行として三鷹市川上郷自然の村

に行きました。男女合わせて（利用者と職員含む）２３名での旅行となり、とても賑やかな雰囲気

での出発となりました。旅行の内容は、中央高速サービスエリアでの昼食休憩、南清里道の駅での

観光、滝沢牧場ではバーベキューやトラクター遊覧、宿舎ではバイキング料理など、美味しい物を

たくさん食べたり、それぞれの観光スポットでたくさん遊んで来ました。 

天候に関しても大きな崩れは無く、長野県川上村は八ヶ岳山麓でとても涼しく快適に過ごせたと

思います。今回の旅行の経験を活かしながら、次回も利用者の方々がのんびり楽しめる旅行を企

画・実施していきたいと思います。        （帰省期間旅行担当 須藤大樹） 

    

 

 
 

＜夏季帰省期間 日中余暇支援＞ 
 

 ８月１３日（木）、朝方は雨が降っていましたが、出発の１０時前には雨が上がり、空気も澄ん

だ暑過ぎない絶好の行楽日和となりました。利用者の方９名・スタッフ６名がキャラバン車２台に

分乗して外出して来ました。まずは多摩湖方面へのドライブでしたが、お盆休みの渋滞にかかり、

残念ながら多摩湖に辿り着く前に U ターンして、次の目的地の三鷹のカラオケ「ビックエコー」

に向かいました。 

 カラオケでは、それぞれお好きな曲を唄われたり、他の方の唄に合わせて、体でリズムを取られ

たりして楽しまれました。また、予約した豪華なコース料理も堪能されて満足して頂けた企画にな

った思います。                （帰省期間日中担当 下山唯人） 
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就労移行支援の状況報告 

ここ数年来、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した。そこで、新たな利用者を安定して確保するためハーモニー見

学会を毎月第３木曜日に開催しています。今年度は、これまで２４機関、６１名の方が参加されま

した。見学会以外にも特別支援学校から２機関４１名の方の見学もありました。就労移行の利用希

望者も７名見学し、その中で２名の方が利用に繋がりました。今年度は４月の新卒の２名に加え、

４名の新規利用となっています。在籍利用者は９月末現在で９名の方がいます。一方、就労実績は

定員の半数以上（５名以上）を年度目標にしていますが、９月末現在で２名の方が就職することが

出来ました。 

今年から、就労継続事業 B 型利用希望者の就労アセスメントを自治体から依頼を受け実施して

います。８月に２名の特別支援学校３年生のアセスメントを無事に終了することが出来ました。今

後も引き続き一般企業就労の実現を目指して取り組んでいきます。  （就労移行支援 小木曽） 

好評につき、秋以降も続行しています。ぜひ、ご利用を！！ 

大沢ハーモニーサービスランチとハーモニーガーデン飲み放題コース 

  大沢ハーモニーでは 8 月限定で「390 円(サンキュー)ランチ」を実施し、たくさんの方にお越

しいただきました。その中でも 1 番人気の「大沢ハーモニーバーガー」を水曜日・土曜日のみ継

続してランチタイムに提供することとなりました。お値段はドリンク付き４９０円です。 

  ハーモニーガーデンでは生ビール・ワイン・ソフトドリンクが飲み放題の「飲み放題コース

3,900 円（ノンアルコールは 3,000 円）」が大人気です。また、3 店舗共通の「お買い得カレンダ

ー」を作成し、パン・スモーク・惣菜・お豆富・ピッツァの持ち帰り・ジャムなど毎日のように

お得な情報をお伝えしています。皆様のご来店心よりお待ち致しております。（ハーモニー諏訪） 

   

 

 

 

 

第７回ブルーベリー収穫体験 

 今年の長野県大町市の農場での収穫体験も７月２３~２４日の日程で

無事に終える事が出来ました。今年は猛暑が続き、収穫日を一週間早め

て実施しましたが、農場のブルーベリーやルバーブは見事に育ち、私た

ちの収穫を待っているようでした。今回は利用者さん７名が参加しまし

たが、７回目で初めて参加された利用者さ

んがいました。工房の皆で毎日励まし、参

加が決まった時は大喜びで、工房の仲間としての絆を強く感じました。

これまで継続してきたこの収穫体験が、収穫作業だけでなく、利用者

さんの様々な面での社会参加を進め、色々な部分での成長に寄与して

いる事を実感しています。      （食品加工工房 八木） 

大沢ハーモニー 

【大沢ハーモニー 

バーガーランチ】 

水・土限定 

４９０円(ドリンク付き) 

ハーモニーガーデン 

【飲み放題コース】 

木・金のディナータイムと土

曜日 

３９００円（ノンアルコール

は３０００円） 
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織製品販売のお知らせ 

９月より、縫製を外部のプロの方に委託した商品の展開も開始しています。ハイクオリティーな

商品の数々を、是非お手に取って見て下さい。伊勢丹立川店や吉祥寺のにじ画廊での販売会を予定

しています。オーソレミオでも展示していますので宜しくお願いします。 （織工房 大門 亮）                

     

 

＜ 第１１回 にじの会公開講座 ＞  ＊入場無料  

テーマ「障害者施設における美術活動」 

  参加団体  愛成会（中野区） みぬま福祉会（川口市） にじの会（三鷹市）            

◇日時 平成２８年１月３０日（土）１３：３０～１６：００（開場１３：００） 

◇会場 大沢にじの里 ２階ダイニングルーム 

にじの会では、今年度から美術活動を工房ごとのグループ活動としても取り組み、個別の美術活

動と併せて利用者の美術活動に積極的に取り組んでいます。その中で利用者の個性を活かしたアー

ト作品や協同の力を活かした作品も増えてきました。今回の公開講座では初めて「障害者施設の美

術活動」に焦点を当て、にじの会の取り組みだけではなく、美術活動を先進的に取り組んでいる他

の事業所の方々にお越しいただき、活動報告や作品の発表をして頂きながら、障害者アートの展望

や社会との接点などにも触れていき、皆様と一緒に美術活動のあり方について考える場にしたいと

思います。皆様のお越しをお待ち申し上げます。             （研修委員会 諏訪） 

 

社会福祉法人にじの会 第８期役員体制について 
 平成２７年１０月１７日（土）の第８期第１回評議員会・理事会に於いて以下の役員体制が決定

されました。２９年１０月末までの２年間の任期ですが、よろしくご指導ご支援をお願いします。 

 

 理事長  石崎 優仁（再） 

 理事   比企 通男（再）  三上 君子（再）  松田 博雄（再） 

      蛭川 武人（再）  河部 弘行（新）  石崎 茂子（再） 

      下山 唯人（新）  諏訪 拓 （再）  新津 健朗（再） 

 監事   佐藤 久夫（再）  千葉 啓 （再） 

 評議員  石崎 明 （再）  田村 清 （再）  遠藤 典子（再） 

      平 眞紀子（再）  飯田 真喜子（再） 横森 茂樹（新） 

      佐藤 智観（再）  清水 宏一郎（再） 田中 克樹（再） 

      坂野 健司（再）  八十岡 芳一（新） 倉友 園子（新） 
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