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  法人設立１５周年の年を迎えて 
 

             にじの会理事長 石崎 優仁 

あけましておめでとうございます。 

にじの会が平成１３年１０月に社会福祉法人として認可されてから１５年目となる平成２８年

の新年を迎えました。「住み慣れた地域の中に障害者が働く場と生活の場をつくりたい」という設

立趣意を実現するために全力を注いできた１５年でありました。初めの５年は、障害者への差別意

識がまだ強く残っている中で「大沢にじの里・未来工房にじ」を開設し、「ケアホームにじ」と「ワ

ークショップハーモニー」を反対運動に遭いながらも何とか開所させた時期でした。障害福祉制度

も支援費制度から障害者自立支援法に変更され受益者負担に悩まされた期間でした。 

１０周年に向けた次の５年は、障害者の権利保障を基本とする制度改革が実施される中で、「に

じアート」の開設と障害児デイサービス事業の併設、「ケアホームにじの森・ハーモニーガーデン」

の開所を実行した時期でした。反対運動もなく障害者への意識が急速に変化してきていることを実

感した時でした。 

直近の５年間は、障害者総合支援法による相談支援事業で福祉サービス利用計画を作成し、障害

者が地域住民の一人として普通の生活を送れるように制度が整備される中で、にじの会も相談支援

事業所「にじネット・にじアート」を開所し、２百名以上のサービス等利用計画を作成し、同時に

地域生活の場として初めての女性用ホーム「にじの空」を昨年６月に開所しました。また、ハーモ

ニーガーデンを含めた就労継続支援事業と一般就労をサポートする移行支援事業が、本格的に軌道

に乗ってきた時期でした。 

この１５年間を振り返ると「にじの会の設立趣意」が「あたりまえの社会」になってきつつある

事を感じています。同時に１５年の経過の中で、にじの会利用者やご家族の高齢化も進んできてい

ます。高齢障害者の法制度の方向を確認しながら的確な対応が必要になっています。また、にじの

会創立の役員も高齢化しており法人・施設の運営体制の再構築も必要になっています。これらの問

題に取り組み、しっかりした体制を作っていく事が、２０周年に向けた次の５年の最重点課題とな

っております。 

 にじの会が今後も地域の知的障害者の安心できる拠点としての役割を果たしていけるように、 

皆様のご指導とご支援を頂きながら頑張ってまいりたいと思います。 

 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。 

 
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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第５回にじの会スポーツ大会 
全員参加種目「障害物走」 

  

   （ゴム紐またぎ）        （マット）          （平均台） 

 第５回にじの会スポーツ大会が、１１月１８日に皆様のご協力で盛大に開催できました。 

武蔵野総合体育館メインアリーナにて行われた本大会は、利用者さん１１５名と多数のご家族が

参加し、「心を一つに笑顔でみんながんばろう！！」をスローガンに掲げ、利用者さんとスタッフ

が一丸となり取り組みました。利用者の皆さんは、多くの声援を受けながら、精一杯自己の能力を

発揮されたことと思います。また、ボランティアの方々のご協力をいただき、大会運営も大変スム

ーズに進みました。 

                       ご家族参加種目「ボールで陣取り合戦」                                       

 スポーツ大会の各競技種目の練習は、年間を  

通しての基礎体力向上や機能維持を目的とした  

運動活動のなか、夏のプール活動が終了する９ 

月中旬から本格的に開始します。今年度からは 

工房単位で運動活動を行っています、そのため

同じ工房の皆が一緒に練習を行うことにより、 

利用者同士の連帯意識が高まりました。大会中 

は同じ工房の仲間をスタッフと一緒に応援して 

いる利用者さんの姿が多く見受けられました。 

    「ダンス」         「選抜リレー」        「プレイバルーン」 

今大会であらためて気が付いた点は、利用者の皆さんが、大会本番では練習以上の力を発揮する

ことです。数々の成果と多くの感動を残し、怪我もなく楽しく大会の幕を閉じられたのは、利用者

さんの力があったからの事でした。今後も引き続き「スポーツを楽しみ、さらに利用者さんの可能

性に挑戦すること」を目標に、スタッフ一同と協力して進んで行きたいと思います。       

                         （支援専門：運動 桒本 武） 
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「にじの会クリスマス会を楽しみました」 
 

１２月２３日に恒例のにじの会クリスマス会が２百名を超す利用者・スタッフが参加して行われ

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って和やかなランチタイムとなりました。続く「Ｃoto Ｃoto」 

さんの素敵な歌声には皆さんじっと聴き入っていました。メイン会場以外に各階のリビングではラ

ンチを食べながらアンサンブル「モンロー」さんや「にじの会音楽スタッフ」の歌と演奏を楽しむ

ことができました。 

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てい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」の発表がありました。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、また、別室では「ファンタジーによるクリスマス紙芝居」や「クリ

スマス映画会」も開催されました。今年のクリスマス会プログラムは、利用者の皆さんが好きなプ

ログラムを選んで参加できた素敵なパーティーになりました。    （定期行事 田中克樹） 

 
「木谷正道さんの心の唄バンド」    ゴスペル「Ａｙａｎｉｍ」      「未来工房コーラス」 

        
 

「ダンスパーティー」     「ファンタジーのクリスマス紙芝居」「昼食のクリスマス特別メニュー」 

       
 

シンガー「Coto Coto」      アンサンブル「モンロー」    サンタさんからプレゼントも！ 
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第１３回にじの会成人式を開催しました 
１月８日（金）午後、第１３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２８年の新成人１２６万人のなかで、にじの会では佐藤綱久さん（生活介護支援事業にじアー

ト）、渡邉涼子さん（就労移行支援事業ワークショップハーモニー）、藪美己奈さん（就労継続支援

A 型ワークショップハーモニー）、の３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。 

                    （定期行事 田中克樹） 

 

  

 

 

 

 

 

 藪美己奈さん        祝・成人！！ 

佐藤綱久さん  渡邉涼子さん   

 

 

平成２７年職員表彰 
 平成２７年の職員表彰が、１２月２６日の全体研修会の最後に行われました。今回の表彰者は以

下の皆さんです。 

１．運営功労賞 

  グループホームにじの空 

  （清水美和・木村玲子・及川千夏・ 

中村朋美・高松志帆・飯田まゆ美） 

２．研究功労賞 

 （1）大沢にじの里園芸班 

  （垣野久宏・杉原利重・佐藤愛・片岡紘二）    

 （2）にじアート遊悠工房 

  （中嶋みゆき・山下雄作・吉永はるな） 

３．勤続表彰 

  優秀勤続 10年賞 

   須藤千代・杉原利重 

  優秀勤続 5年賞 

   白坂伸・千葉鉄也・西垣内義彦・根岸理江・田村里美・服部敏行・井村英・金子修 

木村玲子・中村朋美 
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期間：平成 27年 12月 28日（月）～30日（水） 2泊 3日 

旅行先：静岡県熱海市（１日目 小田原城址公園 ２日目 ぐらんぱる公園） 

宿泊先：伊東園ホテルズ ウオミサキホテルズ 参加利用者 12名 スタッフ 7名（運転手含む） 
 

 好天の下、伊豆方面にマイクロバスにて年末帰省期間旅行へ行ってきました。ホテルでは、熱海

湾を見渡せるダイニングにてバイキングの食事を楽しみ、２日目のぐらんぱる公園では、園内を元

気良くウォーキングし、様々な乗り物にもチャレンジしました。一杯楽しめました。（新津健朗） 

 

 

 

 

 

 

   小田原城址公園      ホテルのダイニング      バイキング形式の食事 

 

 

 

 

 

 

伊豆高原「ぐらんぱる公園」    園内のゴーカート     楽しい熱海の旅行でした 

 

年末年始帰省期間支援（余暇外出） 

年末年始帰省期間中、年明けの 1月 2日（土）に 7名の利用者、5名のスタッフ合せて 12名で、

地元の氏神様であります大澤八幡神社へ初詣に行きました。にじの会の利用者の皆様、ご家族の皆

様が今年 1年、安全に、そして、健康に過ごせますようにと皆さんで祈願をさせていただきました。 

 初詣のあとは、お楽しみのカラオケとピザやスパゲティーなどの食事を楽しまれ、帰りは、武蔵

野の森公園によってきました。ポカポカと暖かい過しやすい日で、正月の楽しい余暇外出により良

い 1年のスタートとなりました。参加された利用者の皆さん、それぞれに笑顔が見られ、私たちス

タッフも一緒に楽しい時間を過ごすことができました。 

                     （余暇支援担当 池本斎生） 
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 ＜就労継続支援事業近況報告＞ 

尚友倶楽部様より就労支援用物品の寄付を頂きました 

この度東京善意銀行を通して一般社団法人尚友倶楽部様より就労支援事業に対して物品の寄付

をいただくことになり、11月 12日に諏訪統括主任が尚友会館にて受領いたしました。 

品目は配達や買い物用の 3 輪自転車、洗濯機、乾燥機、台車 2 台です。どれも今後の活動に欠

かせない物ばかりですので、有効に且つ大切に使用させていただきたいと思います。   

（統括主任 諏訪 拓） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜未来工房にじ販促活動報告＞ 

販売拡大に向け各種展示会に織工房製品を出店 

平成 27 年 10 月 28 日から 11 月 1 日まで伊勢丹立川店にて開催されました「多摩のちから ア

ート＆クラフト展」は、皆様のご協力のおかげで大変ご好評を頂きました。織工房として、初めて

の百貨店での販売でしたので課題も多く見られましたが、大変貴重な機会となりました。今後の販

売活動へ活かしていきたいと思います。 

平成 28 年 1 月 7 日から 1 月 19 日までは年始恒例となっている、吉祥寺にある「にじ画廊」様

のギャラリースペースをお借りしての展示販売会を開催させて頂きました。今年度は「にじ画廊」

様のご厚意もあり、例年よりも長い期間で開催させて頂きました。 

両イベント共に、お忙しい中わざわざお越し下さいました皆様、誠にありがとうございました。 

また、今後の予定としては、東京都主催のイベントへ参加する予定となっています。 

これからも、積極的に外部イベント等へ参加して、利用者の皆様の工賃アップへ繋がる取り組み

を行っていきたいと思いますので、ご支援よろしくお願い致します。    （織工房 大門亮） 

     

伊勢丹立川店での出店    吉祥寺「にじ画廊」の展示   「にじ画廊」での出店 
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地域生活支援近況報告１ 

ケアホームにじ 

「新しい４人の仲間も入り男性用ホームになりました」 
 今年度は、6 月より女性利用者の生活するグループホームにじの空が開設され、4 名の女性利用

者がそちらへ転居されました。空いた 4名分の居室には新たに男性利用者が入所され、利用者は男

性 14 名になり、これまでとは違う、男性だけのグループホームにな

りました。新しい４人については、事前に生活の場面でのアセスメン

トを行い、部屋や食事、入浴等について本人、ご家族、スタッフ間で

も話し合い、充分な準備を整えて、皆さんに引越してもらいました。

あれから、早半年が過ぎ、今ではホームの生活にもしっかり溶け込ん

でいらっしゃいます。 

日中活動は、皆さんそれぞれ違う活動場所で活動されていますが、ホームではわきあいあいと楽

しく過ごされています。休日余暇の充実や、ガイドヘルパーを利用した外出等、ますます楽しい地

域生活の場にしていけるよう、利用者の皆さん、ご家族、スタッフが協力していきたいと思います。 

                           （ケアホームにじ主任 池本斎生） 

 

ケアホームにじの森 

「開所４年目ですっかり定着した１２名の皆さんです」 
平成 24年 4月 1日に開所してから４年目が過ぎようとしています。 

ケアホームにじの森は、2階男性 6名・3階男性 6名の 2ユニット合計 12名のケアホーム 

として開所しました。制度上はグループホームとケアホームの一元化でグループホームとして 

運営を行っていますが、名称や支援内容はケアホーム時代と変りありません。 

開所当時は、10名の方がホーム未経験でしたので、新しいホームの共同生活に慣れて頂く 

にはどうすれば良いか等の支援方法・環境設定に苦慮しましたが、スタッフの予想外に開所直 

ぐに、多くの皆さんが和気あいあいと生活して頂けましたので一安心した記憶が有ります。 

  年数が経つたびに、入居者の方とスタッフのコミュニケーションのみならず、入居者の方同士

のコミュニケーションも見られて来て、賑やかな余暇時間等を過ごされています。 

  休日毎にガイドヘルパー（移動支援事業者）を利用して、 

行きたい場所に行ったり、食べたい物を食べて満足して帰所する 

姿も多く見られてきました。 

  今後も、意思決定支援を充実させて、充実した豊かな地域生活を   

送って頂ける様に支援を行ってまいります。 

             （ケアホームにじの森主任 下山唯人） 
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地域生活支援近況報告２ 

グループホームにじの空 

「開所から半年 皆さん自分の生活ペースができています」 

 平成 27 年 6 月 1 日、にじの会初の女性グループホーム「にじの

空」が開所しました。 

ケアホームにじから 4名、大沢にじの里から 2名、自宅から通所の

方が 6名入る事となり、ハーモニー、未来工房にじ、アートへと通

う様々な工房の皆さんが一つのホームで生活する事となりました。 

 女性用ホームは、にじの会で前例が無い事から、都内のグループ

ホームを幾つか回り参考にさせてもらいながら準備を進めました。利用者の方とは 2ヶ月前の顔合

わせからスタートしましたが、新しい環境に慣れることが出来るのか、不安な方もいました。 

 その様な事も踏まえ、それぞれの方にあった環境作りを考えて準備を始めて行きました。 

ハーモニーの方達は個人のプライバシーを尊重しつつ、精神的安心感

を与えられるホーム、未来工房にじの方達は自立心を養いながら、人と

のコミュニケーションを上手に築く手助けが出来るホーム、アートの方

達は寄り添い支援の出来るホームという様に、生活の中で個人の住みや

すい環境を考えました。いざ実際にホームがスタートしてみると大きな

問題はなくスムーズに生活を始めることができ、皆さんは徐々にそれぞ

れの生活パターンを築いていきました。何かある時にはその都度試行錯

誤しながらやっていく事で大きなトラブルも無く半年過ぎる事ができま

した。食事時など今では皆さんが自ら手伝いに参加する程になりました。  

夜の女子会での手話や、顔パック、ネイル、レインボー体操などはリクエストに応えて行い、充実

した時間が過ごせています。周囲の環境も良く２００m程のところにはディスカウントストアや薬

局、八幡神社などがあり、神社では季節毎に祭りがある為イベント好きな空の利用者さん達は半年

の間に２回祭りに参加する事ができ、楽しまれていました。ご家族を交えての調布の花火大会観賞、

クリスマス会も盛況に終わる事が出来ました。 

 これからもスタッフ一同真摯な姿勢で、利用者の方々とより良い地域生活を築いて行きたいと思

います。                 （グループホームにじの空主任補佐 清水美和） 
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