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」   

第１６回文化行事を開催しました 

平成 30年 10月 6日(土)に大沢コミュニティーセンターにて第 16回にじの会文化行事を開催し

ました。『安全安心な故郷を共に築くコンサート』として、「にじの会」利用者やご家族の方々、

地域の皆様が共に音楽を楽しむ時間を準備しました。2部構成のプログラムは、前半は劇団わらび

座による宮沢賢治のミュージカル『セロ弾きのゴーシュ』の公演で、後半の音楽交流会は「にじの

会」メンバーによる音楽発表、にじの会オリジナルの『にじこい音頭』、ご家族・職員合同のコー

ラスグループ「ブーケ」による「みんなで歌おう」で構成いたしました。仲秋の頃にしては気温の

高い日でしたが、３００名を超す参加者の皆さんが、汗を流しながらも爽やかな舞台を一緒に楽し

んで、秋の実りあるひと時を過ごすことができました。次回は 3 年後となり少し間が空きますが、

また楽しく充実した内容をお届けできる様にしていきたいと思います。 

第一部 劇団わらび座ミュージカル『セロ弾きのゴーシュ』 

東日本大震災からの復興に取り組む東北の劇団わらび座によ

る、岩手の作家・宮沢賢治の作品ですが、 馴染みのあるクラ

シック曲も、オリジナルの曲もあるミュージカルで、会場中に

響き渡る劇団メンバーの声は迫力があり、その透き通る声にも

会場の皆さんが引き込まれました。 

第 2部「お楽しみ抽選会」で会場が盛り上がった後で、音楽交流会が始まりました。 

最初は、利用者発表『RPG～WAになって踊ろう』で、明るく前向きな曲に乗って大勢のメンバーが

出演してくれました。大きな舞台だけあって、その達成感は格別なものになりました。 

次は、『にじこい音頭』です。もうお馴染みの、にじの会オリジナル音頭ですが、今回は掛け声も

にじの会利用者メンバーにお願いしました。大きな声が踊りを盛り立ててくれました。 

最後は、ご家族と職員の合同コーラス『ブーケ』による「みんなで歌おう」でした。「明日がある

さ」「故郷」等、皆が知っている曲で、会場全体が暖かな歌声に包まれました。（担当 榎窪理恵）                                         
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青空の下で第１５回にじの会まつりを楽しみました 

第 15 回にじの会まつりを、平成 30 年 10 月 27 日（土）に開催致しました。朝早い時間に雨が

降り開催を心配しましたが 8 時ころに雨が上がり、11 時のおまつりのスタートには晴天になりま

した。今年は昨年同様にイベントを室内で開催しました。移動がコンパクトになり天候に左右され

ないため、多くの利用者や地域の方にゆっくり楽しんでいただけたのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

イベント会場では、ハーモニー利用者２名の司会進行で、清原三鷹市長のご挨拶の後、管楽器演

奏グループのトランスポーターズ、演奏ボランティア〝風〟によるハーモニカ演奏、稲城市の中学

生による合唱、武蔵野市のチームＲＩＫＩＯＨによる〝よさこい〟が披露されました。また、織工

房のファッションショーや「工房えがお」とアート「遊悠工房」の演奏も好評でした。 

また今回から屋外駐車場スペースに移動したバザー会場では多くの方がお買い物をされました。

園芸のワークショップや未来工房にじの製品、ワークショップハーモニーのパンや豆富、スモーク

製品の販売、美術作品の展示や紙芝居に加え、屋上ではハーモニーのレストランが開店し多くの方

がパスタ等を楽しまれました。お隣のゲームコーナーでは、参加したお子様たちにお菓子がプレゼ

ントされるなど、各所で楽しそうな様子が見られました。 

今回のにじの会まつりはギリギリまで天候を心配しながらの開催になりましたが、幸い快晴でス

タートすることができ、大いに盛り上がったお祭りとなりました。また前回にも増して多くの方々

にご来場いただき、心より感謝申し上げます。      （にじの会まつり担当 垣野久宏） 
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平成３０年度にじの会全体研修報告（第 2回・第３回） 

 にじの会では毎年５回の全体研修会を実施しています。今回は第２回と第３回の報告です。 

第２回全体研修  7月 16日（月・海の日）安全大会 

 安全と防災に関する知識の習得の為に毎年実施しているのが安全大会です。今年度は実践力を身

に付ける事をテーマに実施しました。 

 利用者緊急時対応方法、AED（自動体外式除細動器）トレーニング、嘔吐処理、手洗い講習、事

故分析から KYT（危険予知トレーニング）・防犯カメラの活用方法を検討する２つのグループディ

スカッション等を行いました。 

 スタッフは緊急時に慌てず対応出来る様に、これからも練習を重ねて行きたいと思います。 

                            （防災安全衛生委員長 下山唯人）  

 

第３回全体研修  8月 11日（土・山の日）全体研修会 

 「人権意識の向上と各部署での意見交換」をテーマに開催しました。 

人権擁護委員会から「意思決定支援」「虐待防止と対応マニュアル」の説明があり、ICT(Information 

and Communication Technology)プロジェクト担当から現在進めている ICT導入について報告を聞

きました。「意思決定支援」については、各事業所で取り組んでいる様子や支援上での課題点あげ

てグループワーク内で情報共有をしました。利用者の気持ち、思いを汲み取れるよう、今回学んだ

人権への意識を改めて持つほか、ICT導入を進めることでデジタル機器等を活用して、利用者の意

思表示や自己選択をサポートし、より円滑にコミュニケーションが図れるよう取り組んでいく必要

があると認識いたしました。                （研修担当 福島 章） 
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＜各事業所の活動紹介＞ 

生活介護事業 「大沢にじの里」 

園芸グループの活動紹介 

 皆さま、こんにちは。「大沢にじの里」生活介護事業の園芸グループです。私たち園芸グループ

は以下のような 4種の活動を行っています。外部での出張作業、花や野菜の栽培、おから堆肥の製

造、リース等の小物の制作です。その作業活動を紹介させてもらいます。 

①園芸に関わりのある外部作業 

 園芸グループは外部出張メンテナンスに力をいれて活動しています。その様な活動の中に三鷹市

にある「花と緑のひろば」でのメンテナンス作業や近隣公園の清掃作業などがあります。毎回みな

さんとても丁寧に楽しく作業しています。 

 

 

②花や野菜の栽培 

 季節の花や野菜を種から育て地域の方々に販売もおこなっています。畑で有機栽培した季節野菜

やハウスで栽培した花苗などとても好評です。 

 

 

③おから堆肥の製造 

 豆富工房で排出された良質の国産おからを使用した「おから堆肥」はみなで丁寧に攪拌し発酵さ

せて製造しています。東京都の農業センターに成分分析を依頼し、東京都知事の認可を受けた安心

安全の堆肥は三鷹市の花と緑のまち三鷹創造協会様や近隣の方に高い評価をいただいています。 

 

 

④園芸小物の制作 

園芸グループでは花のリースや造花を用いたボールペン、キッチンマグネットなどの園芸雑貨の

制作にも力を入れ人気となっています。その他、運動、音楽、美術活動も楽しんでいます。 
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生活介護事業「にじアート」  

第 2回 「にじアート夏まつり」を開催しました 

利用者と地域との交流機会として 8月 31日（金）に「第２回にじアート夏まつり」を開催しま

した。今回は新川中原住民協議会の後援と中仙川町会の協力も頂く事が出来、地域掲示板の活用な

ど幅広い広報活動が可能となりました。 

当日は、開場と同時刻に豪雨と雷雨に見舞われましたが、すぐに晴天になって、約 120名の地域

の方々やご家族等が訪れて各活動体験コーナーを楽しまれました。イベント会場ではボランティア

さんのギター演奏、放課後デイ児童の「なんちゅうソーラン」、工房創楽利用者の「口腔体操」を

地域の来場者と一緒に参加型プログラムとして発表しました。美術では作品展示だけでなく、シャ

ボン玉アートや墨流しマーブリングの体験コーナー、運動ではストラックアウトやパットゴルフ等

も来場者に好評で、地域の方々と一緒に活動を通じて交流を楽しむことが出来ました。また、ハー

モニー製品販売コーナーや３Fテラスのかき氷提供コーナーも、多くの方々にお楽しみ頂けました。 

今後も夏まつりを継続して、三鷹市新川・中原地区の社会資源として、さらに認知度が深まるよ

う地域の方々とのふれ合いを積み重ねていきたいと思います。あらためて、多数ご来場並びにご協

力頂いた方々に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。（にじアート 新津健朗）                                 

 

 

 

 

放課後等デイサービスの夏休み日中支援 

今年も 7月 23日～8月 31日までの期間、学校夏休み中の日中支援を行いました。 

夏期期間恒例の「お楽しみ会」でのスイカ割り、盆踊りでは児童たちも準備から張り切るほどで

した。スイカ割りは開始早々、竹刀がスイカに当たり、ヒビが入り、急きょテープで補強するハプ

ニングが有りましたが、最後の児童まで割れずに出来ました。盆踊りは「アンパンマン音頭」「踊

れ・どれ・ドラドラえもん音頭」をみんなで踊り、楽しい雰囲気を察して成人の利用者さんも飛び

入りで参加していました。最後はみんなでスイカを食べて「お楽しみ会」を終えました。 

                      （放課後等デイサービス 福島 章）                       
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生活支援 大沢にじの里・グループホーム 

夏季帰省期間支援報告（8月 11日～18日） 

 今年度から帰宅期間が原則 3泊 4日以上に短縮変更されました。この夏休みが 2回目の実施とな

りましたが、期間中、帰宅されず「大沢にじの里」で過ごしている皆さんが、楽しく日中を過ごせ

るように、支援専門・日中・入所・ホーム・相談支援スタッフの協力で様々な企画を行いましたの

でご報告致します。 

8月 13日 ①「いろいろな美術を楽しみましょう」 

ダンボールタワー作り・墨流し・ガラス窓に絵を描いたり、

7つの美術企画を行い、皆さんが自由にゆったりと選んだ

作業に打ち込める環境を提供しました。  

②「中華料理で夏の暑さに勝つ体力をつけよう」 

     ドライブを兼ねて、中華ファミリーレストランで好きなメニ

ューを選んで召し上がって頂きました。 

8月 15日 ①「体を動かしリフレッシュとおやつ作り」 

      今話題のボッチャやリラクゼーションで、帰省期間の運動不足になりがちな体をほぐ

して頂きました。また、一緒にデザートづくりを楽しみました。 

②「涼しいカラオケで熱く唄おう」 

涼しいカラオケ「ビックエコー」で熱唱して頂きました。  

8月 17日 ①「ピアノコンサートに行こう」 

      皆で演奏や歌を楽しみ、音楽スタッフが得意なクラシックのピアノ演奏を行い「にじ

の里コンサート」をみんなで満喫しました。 

②「楽しく涼しくショッピングしましょう」 

島忠ホームセンターでそれぞれ希望の買い物をしました。買い物後は昼食を楽し 

みました。 

8月 14日・16日 「プールを楽しみましょう」 

      暑い夏を涼しい屋上プールで楽しんで頂きました。 

   

 

どの企画も皆さんに楽しんで頂き、参加したスタッフも一緒に楽しむ事が出来ました。 

 次回も、皆さんに満足して頂ける様に楽しいアイデア一杯で実施したいと思います。 

 

                               （帰省期間担当：下山唯人） 
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＜就労支援事業＞ 

就労移行支援   就労移行状況と就労定着支援事業の開始について 

 今年度の就労状況ですが、３名（男性３名）が現在のところ就職されています。内訳は、７月に、

電機メーカーの特例子会社の清掃・事務補助で１名の方がトライアル雇用に進まれ、無事に３カ月

経過後正式採用となりました。８月中旬には洋菓子販売の店舗でのバックヤード業務に１名の方が、

１０月１日に電気機器関連企業の特例子会社の IT業務で１名の方が就職されました。              

それ以外の方達も、積極的に実習を体験されています。５月にはスーパーの惣菜製造、７月には

不動産会社の特例子会社の事務補助、８月にはコンサルタント会社の事務補助、９月には高齢者施

設の清掃・介護補助とほぼ毎月のように実習を体験されています。実習に至るまでには、企業研究

や自分の長所・短所に向き合う等面接の準備に真剣に取り組まれました。 

昨年度就職された３名の方達も就職後、継続して雇用され、安定して勤務をされています。月

に１度は、ご家庭と企業様に連絡を取り、ご本人の勤務状況を確認し、その上で勤務先を訪問して

面談で困っていることや悩みごとが無いかの聴き取りをしています。そうした支援が、今年度（平

成３０年４月）から就労定着支援事業として創設されました。ワークショップハーモニーの就労移

行支援事業でも１０月１日から東京都の指定を受けて、就労定着支援事業を開始致しました。 

これまで通り、就職後６カ月間は就労移行支援の定着支援を行いますが、６カ月経過後は、就

労定着支援の利用契約を結び、月に１度は面談を行う支援を行います。１０月からは、昨年就職さ

れた３名の方達と一昨年就職された１名の方の計４名の方達の就労定着支援を行っています。今ま

で以上に、きめ細やかで丁寧な支援を提供し、安定して長く働き続けることでご本人・ご家族の希

望する生活を送られるように支援したいと思います。     （就労移行支援 小木曽 淳） 

就労継続支援事業Ａ型 「豆富工房 豆富の販売拡大について」 

 ワークショップハーモニー就労継続支援事業Ａ型の豆富工房では、厳選した滋賀県産の大豆を 

使用して絹豆富、木綿豆富、生揚げ、油揚げ等を製造しております。絞りたての豆乳をそのままの

濃度で製造しているため、大豆の本来の風味がダイレクトに味わうことが出来る逸品に仕上がって

います。また揚げ油は香のよい米油を使用しています。これらの製品は現在、三鷹市内の小･中学

校や保育園、児童施設、飲食店などへ定期的に納品させて頂いております。そして今年の 7月より

武蔵野市の一部学校給食でもご利用頂くこととなり、北町調理場への納品を開始しております。 

また、にじの会が運営している喫茶･シ                         

ョップ「オーソレミオ｣や大沢ハーモニー、                         

ハーモニーガーデンの 3店舗でお買い求め                            

頂けますので、是非ご利用下さい。地域の                          

皆様に喜んで頂けるような美味しい製品を                         

これからも心を込めて作っていきます。                                

（ハーモニーＡ型事業 清水宏一郎） 
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＜にじの会美術活動の報告＞ 

 美術活動は大沢にじの里・にじアート・未来工房にじの３事業所で美術専門スタッフがサポート

して実施しており、各利用者の個別の美術活動と各工房の利用者全員と支援スタッフが参加して行

う集団美術活動の２種類のプログラムを実施しています。 

 様々な利用者の自己表現ニーズを実現する事、感触や音等を含め制作過程を楽しむ事、その作品

を各種の展覧会等への出品やカレンダーの販売等を通じて多くの人に観てもらう事で社会参加を

実現する事を重視して取組んでいます。 

 今年３月に三鷹市美術ギャラリーで「第１回にじの会作品展」を５日間開催いたしました。４月

には三鷹市新川・中原コミュニティセンターでの展示、５月は岩手県大船渡市リアスホール展示ギ

ャラリーでの展示等を実施しています。また、東京都障害者美術展やポコラート美術展等に利用者

の作品が入選しております。これからも、多くの方に「自己表現を楽しむにじの会のアート活動」

を楽しんで頂く事ができるように努力してまいります。 

                        （美術スタッフ 千葉鉄也） 

 

にじの会アートカレンダー2019 のご案内 

本年も利用者のみなさんが制作した作品を掲載し「にじの会アートカレンダー2019年版」を作成

いたしました。2015年用から制作を始めたこのカレンダーも５回

目となりましたが、アート活動に合わせて掲載作品の幅を広げ楽し

めるカレンダーにできればと願っています。 

今回も折り畳んだ状態でＡ４(29.7×21cm)のコンパクトサイズ、

スケジュール書き込み用の罫線が入った実用性の高い仕様となっ

ております。ご使用後は作品集としての保管も可能です。 

にじの会ショップでの販売のほか、郵送によるお渡しも承っております。0422–39–2411 未来工

房にじ佐藤智観までお申し付け下さい。なお送料は実費ご負担下さいますようお願い申し上げます。 
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瀬端香苗 

「たきこみごはん」 


