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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 
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６月１日 ６月１日にグループホームにじの空が開所しました 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年３月の施設家族連絡会で、ご家族に新ホーム開設計画の説明をさせて頂いてか

ら１年２カ月での完成・開所となりました。入居予定利用者ご家族の方々には開設までに、

毎月のプロジェクト会議での話し合いや工事会社との工程会議、購入備品打合せ会、近隣ご

挨拶等に参加・協力をして頂き、法人と家族の協同でのホーム開設を実現することができま

した。 

にじの空は、３階建てに屋上付き、１階６名・３階６名の１２名（大沢にじの里から２名、

ケアホームにじから４名、自宅から６名の方が引っ越してきました）の女性利用者の方が入

居いたしました。スタッフ体制は、支援スタッフ６名と寮母１名の７名（全員女性）での支

援となっています。 

開所の前々日に近隣の方々にご挨拶をさせていただきましたが、「これからお互いに仲良

くお付き合いをお願いします」というお話も頂きました。三鷹市野崎一丁目の地域住民とし

て、地域の方々との交流を深めて豊かな楽しい人生を送って頂ける様にホームスタッフの支

援を実施して行きます。           

                      （新ホーム開設プロジェクト 下山唯人） 
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5 月 22 日金曜日、「第 2 回にじの会ウォー

キング大会」を開催しました。今年は行先を

野川公園に変え、利用者、家族、スタッフを

含め総勢 220 名の参加となりました。晴天に

恵まれ、野川公園までのコースは 3コース（野

川に沿った遊歩道コース、野川の土手を歩く

コース、飛行機を見ながらのコース）に分か

れ、それぞれの景色を楽しみました。 

ウォーキングの練習は普段の運動活動で行

ってきました。日常的に散歩で野川を歩いて

いる工房から、あまり練習が出来なかった工

房もありました。しかし各利用者さんは練習

を行った結果、長距離を歩くことに少しは慣

れてきたように感じました。その成果もあり、

距離は片道 2.5km ほどでありますが、半数以

上の方は往復 5kmを歩き切りました。体力や

体調に合わせて野川公園まで片道歩く方、車

で往復し公園内を歩く方とグループ編成しま

した。当日はとても天気が良く、皆さん暑い

中を頑張って歩かれていました。 

公園に着くと、まず緑の木の下で待ちに待

ったお弁当を美味しく食べました。食後は、

グループごとにフライングディスクやサッカ

ーを楽しんだり、お花を摘んでネックレスを

作ったり、ゆっくり寝そべったりと思い思い

に過ごしました。ご家族も一緒に楽しんでい

る姿もみられました。 

今年は実施後、ご家族にもアンケートをと

らせて頂きました。何名かのご家族からの心

配事は、年齢と共にご自分の体力が低下し、

お子様と一緒に歩けなくなってしまうのでは

ないかとのことでした。今後、この様な心配

は増えると思いますので、片道だけでもご家

族で一緒に歩いて頂き、帰りは車に乗って頂

くなどの調整をして、できるだけ、ご家族で

楽しめるような工夫をしてまいります。 

ぜひ、来年も多くのご家族に参加して頂き

たいと考えています。 

 

（支援専門 田島多恵子） 

 

 第 2 回ウォーキング大会を楽しみました。 



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 7月 25日発行 SSKR増刊通巻第 7565号               

3 

 

 

平成 27 年度のにじの会の基本方針及と重点課題でも示されているよ

うに、防災対策をさらに強化すべく、各事業所においては、BCP（事業

継続計画）に基づいた実践形式での予行訓練（火災訓練、地震訓練、通

報訓練）を定期的に取り組んでいます。特に、震災対策においては、各

部門がBCPの手順書を通じて、予行訓練による重要な業務の絞り込み、

優先的に継続するための体制作りやルールなどの必要な課題や対応を

抽出し、PDCAサイクルに基づき、震災時でも事業所の運営が安定して

継続出来るようにしています。 

 

１、大沢にじの里 

 大沢にじの里では毎月、生活介護、就労継続 B 型を含めた、事業所毎での避難訓練を実施して

います。訓練後は、そこで生じた問題点や改善点として抽出したものを、防災委員を中心に協議し、

必要に応じた BCP の改変や実施要綱の変更を行なっていくことで、実

際の災害時に、全利用者及びスタッフが、より安全に、且つ円滑に避難

を出来るような仕組み作りに尽力しています。また、

生活支援においても、避難訓練を毎月実施し、トラン

シーバーを用いて、様々な状況でも迅速に対応出来る

様、手順を確認しながら、実践力を高めています。 

 

 

２、にじアート 

 にじアートでも、毎月の BCP 地震訓練と併せて、三鷹消防署立合いに

よる火災避難訓練を実施しています。的確な指示によって、初期消火を始

め、避難経路の確保及び把握と安全な誘導、屋内から屋外へ出る際にも、

周囲に注意を払いながら避難場所（駐車場）への誘導を繰り返し実践形式

で取り組んでいます。 

 

３、AEDトレーニングキットによる救急救命 

 今年度は救急救命の実践力をより高めるための取組みとして、AED のト

レーニングキットを購入しました。消防署等で使用しているものと同じキッ

トなので、上級救命講習を受講した管理職などが定期的に支援スタッフへ使

用手順や基礎的な救急救命実技（心肺蘇生等）を教えています。繰り返し覚

えることで、さらなる定着化を目指しています。 

 

 

今後は、7月 20日（月・祝）に予定されている職員全体研修「安

全大会」に於いて、BCPに基づいた避難訓練の各事業所の報告、大

沢にじの里屋上にある太陽光システムにおける災害を想定した非常

電源の操作方法及び備蓄食品（マジックライスなど）使用方法習得、

そして救急救命（AED操作、心肺蘇生）の予行演習などを実施し、

減災対策における実践力の定着化を図っていきます。また、秋には、

各事業所の地域防災訓練への参加も予定されており、スタッフのみ

ならず利用者の方を含めた形での震災対策を、地域の住民との協力連携体制を通じて、さらなる対

応力が身に付くように取り組んでいきます。  

防災対策委員会 新津健朗 

↑にじアート火災訓練 

←大沢にじの里 生活介護事業  

地震避難訓練 

 

 防災の取り組みについて 
作成：平成27年5月16日

ケアホームにじの森　夜間BCP

1.落下物から離れて、姿勢を低くして頭部を保護する。
2.近くに利用者が居る場合には、声掛けと手添えを行い落下物から離れる。
3.２階の火の元を確認する。
4.揺れが収まってから、利用者の安否確認を行う。
　２階利用者の安否確認が終了した時点で、３階利用者の安否確認を行う。
（職員が複数員居る場合は、利用出来れば外階段を使用し、３階利用者の安否・
　火の元確認を行う。不安な利用者が居れば２階リビングに集合して頂く）

５分
5.安否確認終了後、怪我人に応急手当を行う。居室で過ごせる方は居室で。
6.ＴＶやラジオから情報収集。（ラジオはスタッフルーム机下に有り）
7.ホームにて火災が発生していない場合は、ホーム内で待機。
8.電気、ガス、水道が使えるか確認。
9.しっかり開閉出来るか、避難口の確保を行う。

３０分
10.引き続きＴＶやラジオから情報を収集する。
11.電話が使える場合、にじの会本部に安否の連絡を行う。
12.水分補給等で、利用者のクールダウンを行う。
13.利用者に音楽等の娯楽を提供する。
14..棚、窓、天井の破損の確認。（強い余震に注意）
15.人手が足りない場合は、ホームスタッフ等の応援を要請する。
16.備蓄食料等を確認し、脱衣場に保管し施錠する。
17.電話が使える場合、にじの会本部に連絡し支持を仰ぐ。

３時間
18.帰宅希望者には、家族の迎えを基本とする（迎え者名・本人との関係確認）
19.交代勤務可能スタッフ情報を集約する（指示系統の確認）
20.食料の備蓄品は有るが、外出が可能であれば近隣商店で食料・飲料水
　・お菓子を確保する。
21.災害伝言ダイヤル（１７１）にホーム利用者の安否を録音する。
22.周辺道路状況の確認を行う。
23.必要により、近隣への応援要請を行う。

１日
24.引き続きＴＶやラジオから情報を収集する。
25.にじの会本部に連絡し、指示を仰ぐ。
26.利用者家族に連絡し、安否確認を行う。
27.帰宅可能者は、家族の迎えを基本とする。
28.修理可能箇所は修理を行う。
29.安全が確保出来ている場合、職員１名で近隣避難場所で情報収集を行う。

３日
30.引き続きＴＶやラジオから情報を収集する。
31.ホーム内での避難が続く場合は、食料・水を確保する。

防災管理者　下山　唯人

地震発生

↑BCPの手順書 

↓三鷹市自衛消防訓練審査会 

2チーム出場（6月） 
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＜平成２７年度一泊旅行の報告＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行 Aコース 

旅行Ｂコース  

旅行Ｄコース 

旅行Ｃコース 

旅行Ｅコース  

箱根へ５月１４日～１５日に行ってきました。1 日目は天気も良く小田急ロマンスカーで

いざ箱根へ。現地では、北原おもちゃミュージアムで昔のおもちゃなどを見て楽しみ、昼食

は屋外にて特製ハッシュドビーフに舌鼓。素敵なホテル「開雲」での夕食はお刺身などの和

食を楽しみ、みんなでカラオケをして盛り上がりました。2 日目も天気が良く、箱根湯本を

各グループで散策し、昼食は、富士屋ホテルの美味しい和食のランチを楽しみました。行き

のロマンスカーでは最新型の白い列車、帰りのロマンスカーは青い列車で、記念写真を撮っ

たり、車窓を楽しんだりで、乗り物好きには、とても楽しめる旅行になりました。（山下雄） 

Bコース旅行は 6月 4日～5日に実施し、東京ディズニーリゾートに行きました。1日目

は晴天の中ディズニーランドに向かい、各行動グループでアトラクションや食事、パレード

を楽しみました。その後宿泊先の「舞浜ユーラシア」に向かい、ブッフェ形式の夕食を堪能

しながらカラオケで盛り上がりました。夜は屋上の展望テラスからディズニーランドの花火

見物も行いました。2日目はディズニーシーに行き、過しやすい気候の中でアトラクション

やお土産の購入を行いました。2日間天候にも恵まれ、皆さん楽しまれた様です。（杉本） 

 Ｃコース旅行は 6 月 18～19 日に木更津へ出掛けました。1 日目は海ほたるで海の景色

を見ながら昼食を楽しまれた後、宿泊先の竜宮城スパホテル三日月のお祭りランドでゲー

ムや喫茶、お土産など買物をされ、チェックイン後に大浴場や夕食での宴会を満喫されま

した。2 日目は東京ドイツ村にてウィンナー料理をはじめドイツをイメージした食事やキ

ャラクターショップ、アトラクションを楽しまれました。お天気はあいにくの雨天でした

が 2日間とも旅行を堪能され、楽しい思い出をつくってくることができました。（服部） 

Dコース旅行は 6月 25~26日で伊豆へ行きました。一日目はシャボテン公園で散策を楽

しみ、昼食のバーベキューを皆さん美味しそうに召し上がっていました。放し飼いのリス

やクジャクに皆さん目を丸くしていました。その日のホテルでは温泉に浸かって夕食を食

べてカラオケで盛り上がり、一日満足された様子でした。二日目は小雨の天気の中、修善

寺虹の郷へ行き、蕎麦定食の昼食を楽しみ、園内のイギリスをイメージした建物が並ぶ館

内を見ながらゆっくりしました。あっという間の 2日間でしたが、美味しい食事と温泉で、

皆さん有意義な旅行を堪能できた様子でした。（河原） 

 今年も 7月２日～３日に福島県にあるスパリゾートハワイアンズを訪れました。 

旅行中はプールを楽しむ方、ハワイアンズ内でゆったりと過ごし、お土産等の買い物を楽

しむ方等、それぞれの利用者さんがそれぞれの楽しみ方で旅行を満喫する事ができました。

夜のフラダンスショーでは一部の利用者さんがステージ上へ行き、パフォーマーの方に踊

りをレクチャーしてもらいながら、観客の前でフラダンスを披露する事もできました。 

あいにくの曇り空の中での旅行でしたが、普段と違った体験もでき、皆さんとても楽しみ

を満喫された１泊２日になった事と思います。（天野） 
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ホテル「開雲」      北原おもちゃミュージアム       小田急ロマンスカー 

 

 

 

 

 
ディズニーシー        ディズニーシー         ディズニーランド 

 

 

 
 

 

スパホテル竜宮城          海ほたる              大宴会！ 

 

 

 

 

 
シャボテン公園            お昼！        シャボテン公園での様子 

 

 

 

 

 
スパリゾートハワイアンズでの食事      フラダンスショー      ハワイアンズ前にて 

（旅行 Aコース 写真） 

（旅行Ｃコース 写真） 

（旅行Ｄコース 写真） 

（旅行Ｅコース 写真） 

（旅行Ｂコース 写真） 
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期間：平成 27年 5月 4日（月） 

外出先：国営昭和記念公園 

 当日は天候にも恵まれ、青空の下でレジャーシートを敷いて参加者全員でお弁当を食べ

ピクニック気分を感じながらの食事を楽しみました。食後は新緑の公園内を楽しそうに歩

いて、花と緑を満喫されていました。  （GW日中余暇支援責任者：時田秀明） 

  
                     

       

＜GW帰省期間 宿泊旅行支援＞ 

＜GW帰省期間 日中余暇支援＞ 

期間：平成 27年 4月 30日（木）～5月 2日（土） 2泊 3日 

旅行先：静岡県御殿場高原（朝霧高原まかいの牧場） 

宿泊先：時之栖（ときのすみか） 参加者：利用者 11名 スタッフ７名（運転手含む）  

天候にも恵まれ、参加利用者・スタッフ皆で高原の景色を眺め、季節の料理を味わい、

とても楽しく過ごす事ができました。 

        
 

       
家族旅行の雰囲気を大事にしながら、また来年も参加利用者の皆さんが安心して楽しめ

る旅行を企画していきたいと思います。    （ＧＷ帰省期間旅行責任者：佐藤智観） 
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「にじの会のホームページがリニューアルしま

す！！」 
 平成 26 年までご愛顧いただいたホームページを今年度

リニューアル致します。今までは、にじの会の広報スタッ

フが手作りでホームページを作成していましたが、今年度

は外部の専門業者（株式会社 キズナ・ば）に制作を発注

し作成いたしました。旧ホームページの良い所はそのまま

に、試行錯誤を経てさらに使い勝手の良いホームページに

なっておりますので、是非ご活用ください。 

 また、新ホームページでは、ハーモニー製品にスポット

を当てたホームページと社会福祉法人にじの会のホーム

ページの 2本立てとなっています。ハーモニー製品のホー

ムページでは、製品の情報の他、ハーモニーガーデンのメ

ニューや季節料理等の情報、お弁当など掲載されておりま

すのでご覧ください。 

 社会福祉法人にじの会のホームページでは、社会福祉法

の改正に伴い必要な情報開示とともに、にじの会の活動に

関心をお持ちの皆様への情報提供をさせていただきます。 

ぜひご利用ください。 

 

 

 
5月 23日(土)と 24日(日)に毎年恒例の第 40回大沢コミュニティ祭に参加しました。昨年から準

備や片付けの協力等販売以外でのかかわりが強くなっており、今年は２日間準備に協力しました。 

前々日の体育館のマット敷きの準備に未来工房の利用者・スタッフが、前日準

備には就労移行の利用者・スタッフが参加し、最後の片付けも未来工房のご家

族、就労事業以外のスタッフも加わり、スムーズに行うことができました。ま

た、諏訪主任が実行委員会の企画係の一員として参加し、今年初めてスタンプ

ラリーの景品を渡す係を担当しました 

景品もハーモニーのオリジナルクッキーで、参加の子供さん達に喜んでいただきました。実行委員

会用のお弁当もハーモニー惣菜工房に 100個以上のご注文をいただきました。大沢にじの里の利用

者さんも何組か参加してお祭りを楽しんでいました。 

  販売の方ですが、23 日(土)はハーモニー、24 日(日)は未来工房が担当しま

した。23日は焼きたてパン、手作りコロッケの他にスモークのイベント販売

の新しい目玉「ソーセージグリル 3 種盛り」と「スモークチキンのグリル」

がお目見えしました。24日は未来工房のパン工房の一部の利用者・スタッフ

が出勤し、焼きたてパンを販売しました。 

ご家族にもお揃いの「えんじのエプロン」を身につけて販売に参加していただき、大変好評でし

た。以上のように今回はたくさんの人達が本当に良い形で参加ができたと思っております。 

今後も地域の結びつきを大切にして、利用者・スタッフ・ご家族一緒に貢献できる方法で参加して

いきたいと思います。 

就労継続支援事業統括 諏訪 

＜大沢コミュニティ祭に参加しました＞ 

 

    ＜にじの会 新ホームページ開設＞ 
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      ＜平成２７年９月～１１月の行事予定ご案内＞ 

 

「第 13回にじの会文化行事」のご案内 
 

日時：平成 27年 9月 19日（土） １３時～１６時               

場所：大沢コミュニティーセンター                  

内容：第 1部 わらび座公演「わくわくライブコンサート」 

       お楽しみ抽選会                          

   第 2部 音楽交流会 

＊入場無料ですので、ぜひご参加ください！ 

 

 
「第 12回にじの会まつり」のご案内 

 

日時：平成 27年 10月 24日（土）11時～16時        

場所：大沢にじの里 

内容：①地域の方の踊りや歌の発表やにじの会利用者の発表等 

バラエティーに富んだイベント ②恒例のバザー ③ゲ 

―ムコーナー ④後援会の模擬店 ⑤就労グループの製 

品（豆富・スモーク品・惣菜・パン・ジャム・織製品・ 

園芸品）の販売 ⑥屋上のガーデンレストランの開店等  

を予定しています。 

＊多くの皆様のご来場をお待ちしています！ 

 

 
「第 5回にじの会スポーツ大会」のご案内 

 

日時：平成 27年 11月 18日（水）10時～15時 30分 

場所：武蔵野総合体育館メインアリーナ 

内容：今年度から日中活動の運動では工房単位の活動を行っていま

す。 

スポーツ大会では各工房・グループの特徴を活かした身体表

現ができるような種目を考えたいと思います。 

ご家族の参加種目もありますので、是非、観覧にいらして下 

さい。 
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