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第 14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１４回にじの会文化行事を１０月１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３５０名近い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」の公演でした。昨年同様音楽を中心にしたプログラムで、日

本の民謡を主軸に、耳になじみのある珠玉の楽曲を和楽器演奏と歌唱で展開する素晴らしいもので

した。花笠音頭の笠を使った艶やかな踊り、躍動感あふれる虎の舞など、和のテイストが凝縮され

視覚的にも華やかな雰囲気を堪能できる内容でした。また、観客が一緒に参加できる工夫も随所に

見られ、会場との一体感を忘れない演出は、わらび座ならではの舞台でした。 

      
 

第二部の音楽交流会は、にじの里チームは「カルメン組曲」、にじアートチームは「トリステー

ザ」それぞれ練習の成果を発揮し、大変な盛り上がりをご覧いただく事が出来たと思います。今年

はスタッフも演奏に参加し、練習の時から利用者の皆さんと一層楽しい時間を過ごせたことは大き

な副産物であったと感じています。 

    

にじの里チーム   にじアートチーム   にじこい音頭      ブーケ 

にじの会オリジナルの「にじこい音頭」は、「和を感じ、皆で踊れるもの」というコンセプトで

運動、音楽担当者を中心に、多くのスタッフの協力を得ながら作り上げたものです。伝統に畏敬の

念を感じつつ新しい試みが出来たことと、会場の多くの観客が踊りに参加して下さったことは忘れ

られない思い出になりました。最後に、やはり初の試みである利用者ご家族によるコーラスサーク

ル「ブーケ」の皆さんの優しい歌声で、手話歌として「種」を歌い、被災地への応援歌「花は咲く」

と「線路は続くよどこまでも」を会場の全員で合唱し文化行事を締めくくりました。 

（文化行事担当 羽石 敏） 
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津久井やまゆり園事件と 

にじの会の防犯対策について 

                      社会福祉法人にじの会理事長 石崎 優仁 

 

 ７月２６日未明に発生した津久井やまゆり園での多数の入所利用者の方々が殺傷された事件に

は深い衝撃を受けました。思いもかけず亡くなられた方々に心より哀悼の意を表するとともに、負

傷された方々の早期の回復をお祈りいたします。 

 障害者差別解消法が施行された年に、障害者支援に従事していた元職員により、このような事件

が起こされたことは、障害者差別や弱者排除の社会意識の根深さを痛感させるものでした。障害者

制度改革以来、障害者が地域社会の一員であり共に支え合う存在として位置づけられてきたと認識

しておりました。しかしながら、この事件の中で多くの問題が浮き出てきたように思います。 

 第１に、にじの会も施設開設時に大変な困難を生じた「障害者は特別な存在で地域住民に迷惑で

ある」という障害者差別論が依然健在であることです。このような声によって障害者施設は住宅地

の中でなく山間部に設置せざるをえなかった２０年程前の状況を思い起こされました。 

 第２に、障害者虐待防止法が制定施行され、障害者支援施設での利用者への虐待が厳しく禁止さ

れ、利用者の意思決定と積極性をサポートする支援を重視する事が求められてきていたにも関わら

ず、支援スタッフの虐待行為が全国各地で発生しており、その最悪のケースが今度の殺傷事件とな

っていると思われます。 

 第３に、事件の被害者である障害者の方々の名前が報道されず、１９名の最重度障害者と呼ばれ

ていることがあります。みんな障害者である前に一人の人間です。亡くなった時に自分の名前を隠

されてしまう事は人権を無視されているように感じます。被害者家族の要望によることと報道され

ましたが、このような事は自ら障害者差別を認めているように思います。 

 これまでに醸成されてきた障害者差別や弱者排除の社会意識は、この事件に象徴されるように、

簡単にはなくなってはいかないと思いますが、障害者・高齢者・病気の人等サポートを必要とする

人たちを含め、地域の住民が共に支え合って生きていける社会を築いていかなければと改めて思い

を強くしております。 

にじの会では、今後も「利用する障害者の方々が地域住民の一人として普通の生活をできるよう

にサポートする事」を支援の目標とし、常に地域と交流し支え合う施設として運営していく方針と、

職員の人権意識向上の取り組みを人権擁護委員会を中心に一層強めていく事を、事件後の理事会で

確認しております。 

 同時に、施設内での利用者の安全確保は重要な課題です。これまで、事故防止を主に取り組んで

きましたが、外部からの不審者の侵入を防ぐため、来訪者の受付けのルール化を１０月から実施し

ています。また、女性用ホームやハーモニーで実施している防犯カメラの設置やセンサー等の機械

警備の導入も、今後全体に進めて行く考えですが、地域との交流に支障とならないような設置方法

で実施したいと思います。 

 関係の皆様のご協力の下、今後も、にじの会は障害者の人権と安全の擁護を進めてまいります。 
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東京都障害者総合美術展報告 

今年の入選作品は以下の通りです。過去最高の７作品が入選となりました。これらは池袋の西武

デパートで展示され、多くの来場者にご覧頂くと共に、他出品者の作品鑑賞や交流、現地での食事

等を含めたにじの会利用者の社会参加の機会となりました。また、多くの利用者御家族も来場され

た様子です。             （美術スタッフ：千葉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にじの会アートカレンダー2017のご案内 
 

にじの会の活動で制作された作品を活用し、来年用のカレンダーを

作成いたしました。今年も昨年と同様、折り畳んだ状態でＡ４サイズ

（29.7cm×21cm）とコンパクトな形としました。また、スケジュー

ル書き込み用に罫線が引いてあり、予め綴じたタイプとなっているた

め、ご使用後作品集として保管することも出来ます。 

通常市場価格 1200円のところ、直接販売価格として 800円での販

売です。10月 29日（土）よりオーソレミオ他、にじの会の各ショッ

プで販売させて頂きますので、是非ご購入下さい。なお郵送にて購入

を希望される方は、配送料や振込手数料を御負担頂く形となりますが、住所・電話番号・氏名・購

入冊数を御記入の上「〒181-0015 東京都三鷹市大沢１－６－３ 社会福祉法人にじの会 池本

斎生」まで申し込みを宜しくお願いいたします。         （美術スタッフ：千葉） 

          曽田存髙                山本幸子               上萩晃士 

                       小原紘平              堀江直人 

           工房創楽・共同制作作品                 遊悠工房・共同制作作品 
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＜秋のおたより＞ 平成 28年度日帰り旅行報告 

大沢にじの里 
日程：10月 7日（金） 天気：曇り 

参加者：利用者 49名スタッフ 27名 計 76名 

行き先：山梨県 浅間園（あさまえん） ぶどう狩り・バーベキュー  

 

 にじの里生活介護は昨年も楽しまれた場所ということで、利用者さん皆、リラックスして過ごさ

れていました。浅間園到着後、ぶどう畑を眺めながら昼食（バーベキュー）。肉や野菜をスタッフ

と一緒に焼き、御飯・味噌汁と一緒に美味しくいただきました。ぶどう狩りでは、たくさんのぶど

うの中から食べたい物を選んでいただきました。マスカットや巨峰など種類が異なるぶどうを味わ

いながら楽しい時間を過ごされました。 

来年も、利用者さんが楽しめる日帰り旅行を企画していきたいと思います！！ 

                            （大沢にじの里 佐藤智観）   

   
 

 

にじアート 
日程：10月 14日（金） 天気：晴れ 

参加者：利用者 43名 スタッフ 23名  総勢 66名 

行き先：大沢にじの里と同じ山梨県の「浅間園」にてバーベキューとぶどう狩りを楽しみました。 

 

にじアートとしては始めての旅行先ということで、利用者の皆さんは少し緊張している様子がみ

られましたが、バス車中でのカラオケやスタッフや利用者さん同士のおしゃべりですぐに和やかな

雰囲気になりました。また大好きなお肉が目の前にあり、頭上には美味しそうなぶどうがたわわに

実り、到着するとすぐに笑顔を浮かべられていました。 

アツアツの焼きたてお肉や野菜、ご自分で収穫した美味しいぶどうに舌鼓を打ちつつ、お土産な

どの買い物も楽しまれ、あっという間に帰路となりました。 

当日は天候にも恵まれ、まさに「行楽の秋！」そしてもちろん「食欲の秋」も堪能致しました。 

（にじアート 横倉忍） 
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未来工房にじ 
日程：10月 21日（金） 天気：晴れ 

参加者：利用者 23名スタッフ 7名 計 30名 

行き先：東京ドームシティ  

 

 10月 21日（金）未来工房にじは電車を利用して、東京ドームシティに行ってきました。9時半

集合出発で三鷹駅から水道橋駅までＪＲ総武線を利用しました。 

 事前に利用者会で行先等の意見を出し合い、皆さんが納得する中で計画が進み、実施することが

できました。日程が決まってからは実施日が近づくにつれて、待ちきれない様子で何度も何度も内

容等を確認される場面が見られました。 

 当日は、東京ドームシティの乗り物を楽しむ、活発なコースと、宇宙に関するものを展示・展開

するミュージアム「テンキュー」を楽しむ緩やかなコースに分かれての内容でした。昼食はそれぞ

れの班に分かれ、洋食や中華等の専門のレストランや好きなものを別々のお店から買って食べられ

るフードコートに早めに行き、混む前の時間帯でゆっくり、ゆったりと食べることができました。

天候にも恵まれ過ごしやすい 1日となり、帰りは、思い出とともに、ご家族や友達へのお土産がそ

れぞれの手にありました。                  （未来工房にじ 池本斎生） 

 

   
 

ワークショップハーモニー 
平成 28 年 9 月 18 日(日)にワークショップハーモニーA 型と就労移行合同で 19 名の利用者と 4

名の職員で、渋谷区にある NHKスタジオパークに日帰り旅行へ行きました。当日は曇り空のもと

一時小雨もぱらつきましたが、皆さんの日頃のおこないが良いためか、すぐに雨も止み、傘はほと

んど使わずに済みました。 

 朝の集合は三鷹駅と調布駅で待ち合わせて電車で移動、新宿駅で全員が合流し、NHK スタジオ

パーク見学、代々木公園でのアジアフードフェスタで昼食、原宿竹下通りで今回の目的の一つだっ

たクレープなどの食べ歩きなどで満喫しました。参加された方々からは「NHK で知っている番組

やキャラクターを見る事ができて、楽しかった。」「みんなで原宿を歩けて、良い思い出になった。」

「綿あめ、クレープが美味しかった。」「いつも以上にいろんな他の利用者の方々と話せた。」「疲れ

た。」などの感想が聞かれました。利用者会のハーモニー部会で話し合いを重ね、利用者の皆さん

の意見がまとまって実施した今回の日帰り旅行です。皆さんのアイデアで次回も楽しみましょう。 

（ワークショップハーモニー就労継続支援 A型 清水） 
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＜夏の報告＞平成 28年夏期帰省期間支援（宿泊旅行） 
 

平成 28年 8月 12日（金）～8月 14日（日）、夏期帰省期間宿泊旅行として三鷹市川上郷自然の

村に行きました。今回は男女合わせて（利用者と職員含む）27 名での旅行となり過去最高人数で

した。初日は夏休みの金曜日ということで、渋滞に合計 50 分ほど巻き込まれましたが、中央高速

サービスエリアでの長めの昼食休憩をとるなど、のんびりと川上郷を目指し、16 時過ぎに宿へ到

着しました。2日目は滝沢牧場でバーベキューやトラクター遊覧で楽しみ、ソフトクリームや宿舎

でのバイキング料理などに舌鼓を打ちました。今回の旅行も昨年に引き続き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。天候に恵まれ、地元の人も今年は

例年に比べ暑いとのことでした。それでも朝/夕などは東京に比べ遥かに涼しく、「エアコン要ら

ず！」でした。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。       （H28年度夏期帰省期間宿泊旅行担当 坂野） 

                     

                              

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年夏期帰省期間支援（余暇外出） 
 

夏期帰省期間中の平成 28年 8月 16日(火)に余暇外出にて、利用者 9名、職員 5名で近隣のカラ

オケ店へ出掛けました。得意な歌を披露された方、聞いたり踊ったりして楽しまれた方など、冷た

い飲み物と涼しい部屋で皆さま心地良く楽しまれたようです。昼食は歩いてすぐ傍にある、三鷹市

役所隣の健康的なお食事が楽しめる菜園カフェドーノへ行きました。好きなメニューを選び、食後

はオリジナルスウィーツを堪能し、満足気な多くの笑顔が見られました。ゆっくりと昼食を楽しま

れた後は大沢にじの里へ戻り、室内でくつろぐ方、職員と一緒にボールを使ったゲームや輪投げな

どで食後の軽運動を楽しまれる方など、思い思いに過ごされました。 

 暑い夏のひと時に気の知れた方々と一日ゆったりとした時間を過ごされ、皆様の心の中にまたひ

とつ小さな楽しい思い出ができたかと思います。 （H28年度夏期帰省期間余暇外出担当 清水） 
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＜夏の報告＞夏期日中支援報告（放課後等デイサービス） 
 平成２８年度の夏期日中支援は、開所時間を８：３０～１７：００に拡大して実施しました。に

じアートで過ごす時間が長くなった事により、児童書籍（絵本、漫画、雑誌等）や DVDを提供し

ながらゆっくりと過ごせる時間を設定しました。その他室内活動では、美術、リトミック、調理、

誕生会ですいか割り等を実施しました。 

また、社会経験として様々な場所への外出も実施しました。藤子 F不二雄ミュージアム、アンパ

ンマン映画、プリキュアミュージカル、キューピーマヨテラス、JAXA等への外出や、回転寿司や

ファミリーレストランへの昼食外出に出掛け、子どもたちの笑顔をたくさん見る事が出来ました。 

保護者の方からも、開所時間の拡大や外出活動は大変好評を得る事が出来ました。今後も保護者

ニーズに応えながら、子どもたちが安心して楽しめる事業展開を進めていきたいと思います。 

（にじアート放課後等デイサービス 須藤） 

   
 

   
 

 

第 8回ブルーベリー・ルバーブ収穫体験 
 

      
 今年で８回目となった恒例のブルーベリー・ルバーブ収穫体験は、初めて参加された利用者さん

１名とスタッフ１名が加わり、7 月２１日～２２日に長野県大町市上原の農場に行ってきました。

当日の東京は雨で不安の中、にじの里を出発したのですが、今年も奇跡は起きました！長い笹子ト

ンネルを抜けると、そこには素晴らしい青空が広がり、しかも２日間とも涼しいというおまけ付き

で、皆さんは手慣れた手つきで和気あいあいと収穫作業に勤しみました。 （食品加工工房 八木） 
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第 6回にじの会スポーツ大会のお知らせ 
  

平成 28年、第 6回にじの会スポーツ大会を下記のとおり開催致します。 

利用者の方々は思い出に残るすばらしいスポーツ大会にしようと、連日練習に励んでいます。利用

者ご家族の皆様も奮って参加されますよう、ご案内申し上げます。 

＜記＞ 

1.日時 平成 28年 11月 16日（水）10：20～15：20 

 

2.場所 武蔵野総合体育館メインアリーナ 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 
 

（写真は平成 27年 第 5回スポーツ大会です） 

 

第 12回にじの会公開講座のお知らせ 

  

今年度の公開講座は「障害者施設の高齢化対応～地域との連携～」をテーマに設定しました。  

大沢にじの里開所 13 年を経て、にじの会利用者の高齢化や地域の高齢者への対応は現在どの

ように行われているのか、今後どのように行っていくのかを各方面の専門家に解説頂きます。奮

ってご参加下さい。 

 

  日時：平成 29年 1月 28日（土） 

  場所：社会福祉法人にじの会 大沢にじの里 2階ダイニング 

  テーマ：障害者施設の高齢化対応～地域との連携～ 

  基調講演：「認知症について」杏林大学 長谷川浩先生 

  パネルディスカッション：三鷹市社会福祉協議会 

三鷹市地域包括支援センター 

              にじの会高齢化対策プロジェクト 
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