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新成人のつどいにて

理事の責務 !!
日ごろから会員同士の懇談等の場で、ケアホーム、グループホームなどの居住系サービスの
展開、ジョイナスへの送迎など移動手段の確保、休日での親子ふれあい合唱活動を実施しては
どうか…など、自立支援サービスに関する多くの建設的な意見、考えなどをいただく機会が増
えました。
会員理事に就任して 1 年、会員からのこうした貴重な声を具現化していくことが新規会員の
加入促進の動機となり、会員が増えることが育成会の今後の発展につながり、より安定した法
人経営を構築することになると考えています。実現に向けての具体的な行動計画づくりなどを
“会員の皆さんと一緒に取組んでいきたい”と思っています。
今後とも、福祉に関心のある地域の皆さん、会員の皆さんの絶大なるご理解ご協力、ご支援
を育成会に賜りますようにお願いいたします。
社会福祉法人豊田市育成会
理事 岡田勇夫

ジョイナスの一 日 ③

＝ジョイナスふれあい＝
豊田市喜多町 6-61-１

・TEL＆FAX 35－6084

ジョイナスふれあいは、豊田市駅から徒歩約１０分、豊田大橋西詰めの『豊田市福祉
就業センターふれあいの家』施設内に「豊田市シルバー人材センター」と同居していま
す。自動車部品の仕分けや箱折り、ミシンやはた織り機を使った縫製等の作業を日々行っ
ています。中でも、自動車関連の仕事が多く、昨年 7 月～9 月は、企業に合わせ土・日
出勤に変更し対応しました。
利用者さんと保護者、そして職員一同、「安心・夢・笑顔」ある事業所として進めてま
いります。

豊田大橋
豊田社会保険事務所
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●育成会には本部事務局のほかに８か所の事業所があり、１２２名 ２月１日
現在 の利用者さんが働いています。各ジョイナスの仕事の内容や特徴などを
紹介します（４回シリーズ）

＝ジョイナスふれあい 屋外就労施設 鞍ヶ池公園＝
豊田市矢並町法沢 714-5 鞍ヶ池公園内

・TEL090-3444-4429

平成 23 年度より社会福祉法人豊田市育成会となり、同じグループ内としてジョイナス
ふれあい・鞍ヶ池公園となりました。鞍ヶ池公園は、グリーンホーム広場を拠点にして 7
名の利用者さん、職員 1 名で公園内の清掃、除草作業が中心です。
利用者さんのみんなは、『自分の事は自分で行う』を目標にして、暑い日も寒い日も毎
日頑張っています。
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＜平成 23 年 12 月～24 年 2 月＞
12月 1日(木) 広報委員会 「育成会だより」第3号発行

1月 5日(木) 仕事始め式

12月11日(日) ふれあい交流会(クリスマス会)参加者185名

1月15日(日) 新成人のつどい

12月16日(金) ㈱都筑様よりクリスマスのお菓子寄贈
12月17日(土) 社団法人豊田市心身障害児･者育成会
精算結了総会

新成人3名 参加者102名
1月24日(火) 理事・監事セミナー
2月15日(水) 指定障害サービス事業者等

育成会会員研修会

実地指導(愛知県)

「豊田市の障がい福祉計画」参加者50名
第3回評議員会

法人監査(豊田市)
2月18日(土) 本人部会
｢カラオケ＆料理教室｣ 参加者50名

議案第4号 平成23年度12月補正予算
議案第5号 豊田市育成会職員互助会会則(案)

2月25日(土) 就労支援施設等運営委員会
①24年度事業計画書

第4回理事会
議案第5号 平成23年度12月補正予算

②23年度目標進捗状況報告

議案第6号 豊田市育成会職員互助会会則(案)

③就労支援施設の運営状況
④各部会の現況報告

12月28日(水) 仕事納め式

12 月 17 日(土)

会員研修会

ほか

「豊田市の福祉計画を学ぶ」

福祉サービス事業を行う「事業体」としての育成会の運営は、障がい者基本法、
障がい者自立支援法が根拠法令となっています。こうした国の基本指針をもとに、
市町村がそれぞれの状況に合わせた計画を策定し、障がい者支援を行っています。
そこで、
「育成会の充実のためには豊田市の障がい者施策を知ることが大切」と
のことから、12 月 17 日、会員研修会（参加者 50 名）において、市障がい福祉課・
福岡進太さんから障がい者の福祉計画についてお話を伺いました。
福岡進太さん

法人の活動に期待します
豊田市は障がい児・者に係る計画として、「新ラ

グループホーム等の充実による地域生活への移行

イフサポートプラン」、
「第 2 期豊田市障がい福祉計

推進、一般就労への移行推進を基本としています。

画」、
「障がい者の日中活動場所確保計画」を策定し

第 2 期の計画期間が今年度末で終了し、現在、次の

ています。新ライフサポートプランは、平成 19 年

3 年間の計画である第 3 期計画を策定中です。

度から 28 年度までの 10 年間の障がい者施策の基本

障がい者の日中活動場所確保計画は、新ライフサ

的な計画です。市民一人ひとりが、障害のある人も

ポートプランの中の生活支援のうち、今後増大が見

ない人も分け隔てなくあたりまえに暮らせるノー

込まれる日中（昼間）活動系サービスについての具

マライゼーション社会の創造を基本理念に掲げ、

体的な計画です。支援策としては、デイサービス型

「啓発・広報」、
「生活支援」、
「生活環境」
、「教育・

地域活動支援センター事業の推進、起業や事業拡張

育成」、
「雇用・就労」、
「保健・医療」の各分野の施

に対する補助、空き公共施設等の活用、大規模福祉

策を展開しています。

サービス施設の誘致などがあり、特に社会福祉法人

豊田市障がい福祉計画は、福祉サービス、相談支
援、地域生活支援などの具体的な見込み量や数値目

やＮＰＯ法人等の新規参入、事業拡大を推進してい
きます。

標、その確保策などを定めたもので、3 年ごとに策

法人の果たす役割はこれからますます大きくな

定しています。市内どこでも必要な訪問系サービス

ります。育成会をはじめとする法人の活動に大いに

の保障、希望者には日中活動系サービスの保障、･

期待します。

平成 23 年度

新成人のつどい
1 月 15 日(日)西部コミュニティセンターにて『新成人のつどい』を開催しました。
今回、晴れて大人の仲間入りをされた３名の皆様、そして温かく支え、見守られてこら
れた保護者の皆様に、心からお祝い申し上げます。
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来賓の方よりお祝いの言葉

楽しいパーティー♪

先輩からお祝いの言葉

新成人のあなたへ・・・ 保護者からのメッセージ
う

い

＜宇井

あ り さ

南紗 さん＞

もう二十歳だね。おめでとう。幼い頃は筋肉が弱く、いろんな訓練をして大変だったと思うけど、毎日頑
張ってきましたね。南紗は何をするにもマイペースでいつもニコニコ笑って、大きな病気や怪我もなく元
気に育ってくれましたね。これからも明るく元気で、みんなを笑顔にさせる南紗でいて下さい。
あんどう

まさ や

＜安藤 雅弥 さん＞
この 20 年間、大変なこともありましたが、楽しく子育てができたように思います。そして、勉強をさ
せてもらったようにも思います。これまでに大きな病気もせず、元気でいてくれて嬉しいです。20 歳にな
り大人の仲間入りとして、これからは自己責任を少しずつ自覚して持ってくれたらと思っています。これ
までのように笑顔と優しい気持ちを持ち続けて下さい。そして、自分の人生を楽しんでもらえたらと思っ
ています。
うちむら

か

な

み

＜内村 可生望 さん＞
成人おめでとう。赤ちゃんの時に大きな手術をして、初めはいろいろ大変でした。それが今では新聞で
自分と家族の名前を探すようになりました。今でも発作が起きますが、元気に明るくそしてしっかり挨拶、
返事ができるよう頑張って下さい。
～ご協力いただきまして、ありがとうございました～
・後援/豊田市社会福祉協議会様 ・演奏/鈴木佳子様 ・ｱﾄﾗｸｼｮﾝ/豊田市役所奇術クラブ様、豊田殿姫
チンドン様 ・撮影/林庄一様 ・生け花/本多久己子様 ・料理/上郷支部及び猿投支部お手伝いの皆様

本人部会は、障がい者本人の意思を尊重し、自分で自分のやりたい事を見つけ、自己実現を得る目的で、
昨年 8 月に発足しました。その時みなさんに「今やりたいこと」のアンケートを行い、人気の高かったカ
ラオケ大会と料理教室の開催が実現しました。
2 月 18 日(土)育成会本部施設に集まった 50 名の参加者は、好きな歌を歌ったり、慣れない手つきで
料理に挑戦しました。最後はみんなで一緒に美味しいカレーライスを食べて、楽しい『自己表現』の一日
でした。

本人部会開会します

心を込めて歌います

熱唱！

料理担当さんも
一生懸命作りました

カレーライス
とてもおいし
いよ！
※現在本人部会は、フライングディスク、音楽療法「りず夢」が毎月定期的に活動しています。

ジョイナスたかおか

アルミ缶回収協力者表彰 !!
ジョイナスたかおかでは、事業所で働く利用者の就業訓練と工賃アップ
を図るため、毎年 1,200 ㎏以上のアルミ缶を回収してきました。この活
動実績が認められ、2 月 14 日アルミ缶リサイクル協会より「平成 23 年
度アルミ缶回収協力者」として感謝状をいただきました。
【中日新聞三河版(2 月 15 日付)に掲載されました】

上郷支部について

中央支部報告

うた

中央支部長

三宅

純子

＊年間計画打合せ・役員会・ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ見学につ
いて打合せ等、年 5 回開催
＊8 月～10 月 ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ団体受付開始。
結果、3 度挑戦するも実現できず・・・。
＊1 月 22 日

中央支部懇談会（食事付）

（出席者 29 名・ボランティアさん 2 名）
楽しみにしていたプラネタリウムの見学会は
残念ながら予約出来ず無念です。これからも挑
戦してみたいと思います。中央支部の皆様のご
協力に感謝申し上げます。
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上郷支部長

有我

健

上郷支部では毎年恒例となっている親睦会の
ボウリング大会とカラオケを皆さん楽しみにし
てくださっていると思います。今季は段取り不足
で遅くなってしまいすみませんでしたが、3 月
10 日(土)に企画していますので、上郷支部の皆
様におきましてはご参加をお願いします。

支

来季はもう少し早めに企画していきたいと思
います。

部
＊
＊

一年間の活動反省
高岡支部長

磯部 茂子

社会福祉法人初年度、高岡支部は新しい会員が加わり 12 名のスタートでし
た。まず親睦会を計画しましたが、6 月に思いがけない娘の怪我で、その後の
予定していた事業計画が出来なかったこと、高岡支部の会員には本当に申し訳
なく思います。年度納めになってしまいましたが、2 月 28 日に懇談会を行い
ました。楽しい語らいができました。

猿投支部報告
猿投支部長
＊7 月 13 日
＊2 月

高橋支部報告
坂下真奈子

懇親会（参加者 10 名）

7 日 次年度副支部長選出（参加者 8 名）

＊3 月 25 日

親子交流会

私事で行事が遅くなってしまい、支部の皆さん
にはご迷惑をかけてしまいましたが、皆さんとて
も協力的で助かりました。ありがとうございまし
た。
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高橋支部長

山口三千子

＊7 月 30 日（参加者 10 名）
5 支部懇談会後、支部懇親会を行いました。
＊10 月 27 日（参加者 14 名）
「高橋支部におけるジョイナスの必要性」の話し
合いを高橋交流館で行いました。

動

＊1 月 29 日（参加者 20 名）

報

食をとりながら「高橋地区にジョイナス設置を」

告

様に参加していただけたら良いと思います。

＊
＊

水源ボウルで親子ボウリングを楽しみ、その後昼
の意見交換をしました。次年度は多くの会員の皆

ふれあい交流会
らくらくクラブ様
●娘と参加しました。慣れない場所で少
し不安もありましたが、汐里は音楽に
合わせて体を左右に揺らしたり、ポン
ポンを持って舞台の上を走り回ったり
して、楽しんでいました。いい経験が
できたと思います。

成田さん

●今回、育成会のクリスマス会の場で踊りを披露することができ、
とても良い経験をさせて頂きありがとうございました。

胸福さん

中京大学レクリエーション部
桑原佳祐さん・中村将吾さん

●我が家のふれあい交流会参加は２回目です。
子供たちと冷や汗をかきながら踊り、楽しい時
間を過ごすことができました。気持ちを言葉
で伝えるのは苦手ですが、「楽しかった！」
というのが伝わる笑顔でした。機会があれば、
また参加したいと思います。

竹中さん

☆お楽しみ抽選会☆
●みなさんがすごく明るくて、司会を
しながら自分たちも本当に楽しかった
です。何よりスタッフやボランティア
のサポートがあったからこそ、会が成
功したと思います。

12 月 11 日(土)西部コミュニティセンターにて、平成 23 年度ふれあい交流会を開催しました。
ダンスやゲーム、歌(me so seal go hands さん)などのアトラクション、お楽しみ抽選会など盛りだ
くさん！ 前年に引き続き逢妻中学校の生徒さん 16 名や、中京大の学生さんがボランティアスタ
ッフとして参加してくださり、みんなで楽しい一日を過ごしました。

逢妻中学校ボランティアさん

●この活動を通して、地域の方々との交流を深めることがで
き、いい経験になったと思います。また機会があったら積極的
に参加していきたいです。
３年３組 永田 透也さん
●ケーキ配布のお手伝いをしたり、参加者のみなさんとゲーム
をしたりしました。みなさんとても楽しそうで私たちも参加し
て良かったと思いました。
３年６組 三浦 明莉さん
～ 参加者の皆様をはじめ、会にご協力くださった方々に心より感謝申し上げます。ありがとうございました ～

いつも温かいご支援をいただき、誠に有難うございます！
個人新賛助会員
庵 サク子 様
お菓子のクリスマスプレゼント ㈱ 都 筑 様
本誌を借りて御礼申しあげます
●12 月補正予算を可決
12 月 17 日の評議員会、理事会において、育成

育成会ホームページ
掲示板の活用を！

会一般会計（法人本部、ヘルパーステーション）、
特別会計（福祉啓発）、就労支援事業会計（ジョイ

昨年 10 月に開設いたしました豊田市育成会ホーム

ナス各事業所）３会計の 12 月補正予算が承認さ

ページはご覧になって頂けましたか？ジョイナスの紹

れました。

介はモチロン、自主製品や福祉啓発の活動など情報満載

一般会計の経常活動による収支では、前期実績に

です！特に『掲示板』は、会員の皆さんの井戸端会議的

よる増減を行い、収入計は 583 千円増の 12,146 千

に、ざっくばらんなコメントをお待ちしています。例え

円、支出計は 930 千円増の 34,093 千円となりまし

ば「本人部会ってどんな活動をしているの？」とか、
「新

た。この差額△21,947 千円と、施設整備費等資

成人のつどい良かったね～♪」など、感想や疑問に思う

金収支差額△1,500 千円、財務活動資金収支差額

こと・・・なーんでもＯＫです。

△653 千円は、支払資金残高 24,100 千円を充当
します。

ジョイナスからのコメントも随時発信していますよ。
是非、皆さんで『掲示板』を活用してくださいね！！

特別会計の収支は、71.5 千円を増額し、7,722.5
千円となりました。また就労支援事業会計の経常活
動による収支では、利用者の利用率の向上（88％
→91％）などにより、収入計が 21,952 千円増の
149,293 千円になりました。支出計は 5,316 千円増
で、次期繰越額となる差額 16,636 千円を
産み出しました。

●社団法人育成会「清算結了総会」開催
12 月 17 日、育成会本部多目的室において、育
成会の前身である社団法人心身障害児・者育成会
の清算法人総会が開催され、清算結了が承認され
ました。
清算法人の平成 22 年度末の期末正味財産は
11,380 千円余です。23 年度は市受託事業精算返

育成会ホームページ

http://t-ikuseikai.jp

還金、法定福利費等を支出し、11 月 30 日現在の
残余財産は 2,556 千円余です。この残余財産は、
22 年度分 34,000 千円と合わせ、社会福祉法人豊
田市育成会に寄付しました。
この結了総会をもって社団法人の諸活動は
終了となります。

息子が事業所に通うようになって３年になり、初
めて育成会広報のお仕事を手伝いました。全てが初
めての経験でした。配置や構成など色々なところに
気を配り、何度も見直し完成です。今までと違う気
持ちで配布物を手にしています。
ついていくだけで精一杯ですが、良い経験をさせ
てもらっています。（坂下）

