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現況と課題
障害者自立支援法の施行後も、法改正がされていることは周知の通りです。新たに平成 25 年 4 月
施行「障害者総合支援法」により、
「地域生活移行」へと「地域生活継続支援」への変化の対応につい
ても課題のひとつとなっています。＜参照:H24.9.1 発行会員だより＞
私たち育成会は「安心」
「夢」
「笑顔」のもと、楽しい健全な場づくりは利用者はじめ、関係者各位の
期待に応えるために、常に考え行動しなければならないと思います。成果事例は、企業への就職また受
託事業に就労の一例として清掃作業が開始されました。作業中のメンバーに会う機会があって声掛けを
しました。元気に大きな声での返事があり、作業の説明を受ける中、一生懸命に取り組む姿は誇らしい
ものでありました。支援員の努力によって作業手引きも理解し、チーム力で手際良く仕事が行われてい
ることからして、必ずや評価されるものと信じています。頑張ってください。
私たちは、大きな一歩を着実に踏み出しましたが、「あるべき姿」を希求し、課題の共有化を図って
解決に取り組むことは大切にしたいと考えています。皆様方のご理解ご協力をお願い申し上げます。
社会福祉法人豊田市育成会
理事 藤原 敏範

●テーマ／自主製品の開発・販売の拡大

カ ギ は 商 品力 と 販 売 力
平成 24 年度の育成会ジョイナス各事業所の共通
テーマは、「工賃アップ」「本人活動の活発化」「社
会貢献・地域交流」です。今回取り上げた自主製品
の開発、販売の拡大は「工賃アップ＝福祉サービス
の質の向上」を図る大切な取組みです。それが利用
者さんの「安心」につながります。
自主製品とは、利用者さんが「できること」を形
にしたモノ。現在各事業所では個性あふれる製品づ

●市福祉センターで展示中（12 月 26 日まで）

くりに取り組んでいます。できあがった製品を販売
し、その売り上げが「工賃」となります。つかさの

利用者さんたちを外の世界（地域社会）とつないで

「各種リサイクル家具」
、さかえの「梅干し」
、ふれ

くれます。今年度上半期（4 月～9 月）の自主製品

あいの「裂き織り」
「ぞうきん」
、えかくの「ぼかし」

の売上げは全事業所合計で約 170 万円。収入予算執

「EM 石けん」
、たかおかの「各種フェルト人形」

行率 53％とまずまず健闘の前半戦でした。

……。利用者さんが心を込めて作った自主製品は、

●自主製品一覧（ 育成会ホーム ページ 掲載）
価格（円）
事業所・TEL
自主製品
つかさ
鍋敷き
150
◆77-0041 アクリルタワシ
100～
ペットボトル入れ
300
ティッシュケース
200
ひまごの手
200
リサイクル家具等（各種）
100～
さかえ
おそーじあきちゃん
200
◆33-8825 竹炭ショーくん
200～
レースたわし
200
さかえの梅干し
200
ハイコースター
100
ベンリーはさみ
100
ふれあい
裂き織り
200～
◆35-6084 腕カバー
300～
ぞうきん
100
ポケットティッシュケース
50
ポプリ
100
髪どめ
50
地蔵よだれ掛け
460
えかく
ぼかし
100
◆21-6141 EM１次活性液（500ml）
100
EM石けん
150
鍋敷き
100
たかおか
フェルト人形（各種）
300～
◆52-3410 フェルトストラップ
200
テーブルふき等
150～

11 月 1 日から 12 月 26 日まで、市福祉センタ
ー２階の授産製品情報コーナーで、育成会ジョイナ
ス各事業所の自主製品が展示されています。また、
育成会ホームページでも紹介しています。この自主
製品を工賃アップにつなげていくためには、こうし
た情報提供と合わせて、魅力ある商品の開発、販路
の拡大を図っていかなくてはなりません。これまで
は作ることだけに目がいっていました。いいものを
作っても、だれが買ってくれるのか、どこへ売るの
か、しっかり見通しを立てた販売計画が重要なカギ
となります。
今年度、ジョイナスふれあいが工賃水準改善に関
する県事業に応募し、コンサルタントの指導を受け
ながら商品開発や営業活動などの改善に取り組んで
います。人員不足、ノウハウ不足など課題は多いで
すが、障害者優先調達推進法(※)の施行なども追い風
にして、事業所ごとに「商品力」「販売力」を磨き、
さらなる販路拡大、工賃アップを目指します。
※障害者優先調達推進法＝働く障がい者の経済面での自立を
進めるために、障がい者就労支援施設等が提供する物品、
サービスの優先的購入・調達に努める国や自治体などの責
務等を定めた法律。平成 25 年４月施行。
●自主製品についてのお問い合わせは、ジョイナス各事業所
（左表参照）へお願いします。

●育成会の動向＜H24 年 9 月～11 月＞
9 月 1 日(土)
9 月 14 日(金)
9 月 15 日(土)

9 月 16 日(日)
9 月 29 日(日)
10 月 1 日(月)

育成会だより第 6 号発行
育成会 WEB 委員会発足
（ホームページの適正管理）
第 2 回評議員会
議案第 4 号 平成 24 年度補正予算
議案第 5 号 理事・監事の選任
第 2 回理事会
議案第 4 号 平成 24 年度補正予算
議案第 5 号 評議員の選任
バス旅行／琵琶湖ミシガンクルーズ
（参加者 84 名）
楽楽運動会第 3 回実行委員会
第 3 回理事会
議案第 6 号 理事長の選任
議案第 7 号 常務理事の選任
議案第 8 号 部会長の選任
議案第 9 号 職務代理者の指名

10 月 6 日(土)

平成 24 年度楽楽運動会
（参加者 280 名）
11 月 1 日(木) 市福祉センターで自主製品展示
（11 月 1 日～12 月 26 日迄）
11 月 10 日(土) 市社会福祉大会で顕彰
（井原理事長、藤原理事）
11 月 17 日(土) 就労支援施設等運営委員会
議題 1 平成 24 年度第 2Q 目標進捗
状況報告
議題 2 就労支援施設の運営課題
ジョイナス保護者会会長会
11 月 28 日(水) 障害者作品展に出展(28 点)
（11 月 28 日～12 月 9 日迄）
【入選作品】おめでとうございました。
＊特選
＊特選
＊佳作
＊佳作
＊佳作

手工芸の部 まつりみこし ジョイナスえかく
手工芸の部 さおりおり
光岡健太郎さん(中央支部)
絵画の部
サクランボ
井崎挙志さん(中央支部)
書道の部
愛
鈴木秀往さん(猿投支部)
書道の部
夢
塚田宏行さん(猿投支部)

=自動車総連主催=

企画委員会より

ナイスハート

楽しく住みやすい居場所を

ふれあいのスポーツ広場参加!

上郷支部 酒井 叶子
今、私たちは企画委員と募集で集まった少人数で、毎月 1
回勉強をしています。平成 26 年 4 月からグループホームと
ケアホームが一元化され、グループホームに統合されます。グ
ループホームは一人ではないのです。みんなと助け合い、楽し
く生活する場所です。ふと私は、息子と一緒にいつまで生活で
きるのかと、息子の居場所がない事に気が付きました。人間、
愛する人との別れが必ず来ます。それはいつなのかは、誰にも
わかりません。親が元気で、体が動けるうちに考えておかなけ
ればなりません。平成 25 年 2 月に講演会があります。会場
が保護者の方で一杯になり、もっともっと皆さんに関心を持っ
ていただきたいのです。どうしても保護者の皆様に理解と協力
をお願いしたいと思い、書かせて頂きました。
これからも微力ながら、頑張っていきますので、宜しくお願
い致します。

11 月 10 日(土)トヨタスポーツセンタ
ー第 1 体育館にて、
『ナイスハートふれあ
いのスポーツ大会』が開催されました。育
成会からは総勢 27 名が色々な競技に参加
し、気持ちの良い汗を流しました。
このナイスハートふれあいのスポーツ広場は、
軽スポーツを通じて、障害のある人々との交流を
図り相互の理解を深め合うことを目的として、全
日本自動車産業労働組合総連合会(自動車総連)の
協力により全国各地で開催されています。

支 部活動 報告

＝上郷支部

柳川瀬公園にて＝

上郷支部(8 月 25 日)と
中央支部(9 月 9 日)では、
バーベキュー親睦会を開催
しました。自然の中で、日
頃思っていることなどを語
らいながら、親睦を深めま
した。

＝中央支部 香嵐渓にて＝

＝ 琵琶湖ミシガンクルーズ ＝
9 月 16 日(日)恒例の育成会バス旅行に行ってきました。今年は
総勢 84 名が参加。当日は好天に恵まれ、絶好の旅行日和となりま
した。琵琶湖では豪華客船ミシガンに乗船し、波おだやかな湖上を
一周しながら、美味しいランチバイキングを堪能しました。

美味しそうだね～☆

さぁ！乗船だ！
参加者の声
■船に乗って船酔いをしなくて、景色の
眺めが良くって食事が美味しかった。三
階に行って聴いたギターが良かった。
猿投支部 塚田宏行
■バスの中のカラオケ。みんなで歌って
いるうちにマイクを持ちました。「世界
にひとつだけの花」を勇気を出して歌っ
たよ。
中央支部 光岡健太郎

風が気持ちイイね！
どれにしようかな♪

参加者の声
■家族 3 人で参加させて頂きました。天気も
良く、気持ち良い風にあたってミシガンクル
ーズを楽しみました。上郷支部 土本辰代
■２階部分貸切りで、気兼ねなくゆったりと
食事をすることができ、子どもと友人と優雅
なひとときを過ごすことができました。
中央支部 丸山千恵子
■『酔います宣言』どこへやら。とても楽し
い一日になりました。高橋支部 山口三千子

楽

楽

運

沢山のご来賓の皆さま、
有難うございました。

ドキドキ！
ホールインワンリレー
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実行委員の選手宣誓！！

祭りだー!ドン・ドン・競争
ジ
！
プ！
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大漁だぜぇ～！トロール船

10 月 6 日(土)、平成 24 年度楽楽運動会を開催しました。今年度のテーマは『つかも
う！！夢と力』。各競技やジョイナス対抗応援合戦に、みんな力いっぱい挑戦し、夢と
笑顔あふれる運動会を楽しみました。
)

みんなで準備体操♪

あみキャッチ★せ～のでホイ

応援合戦！

=皆勤賞受賞=

ジョイナス
出勤率 100％！
皆勤賞 4 名と精勤賞 8
名の授賞式も行われま
した。これからも頑張っ
てくださいね！

＝H24 年度 新会員紹介＝
今年も新しい仲間が育成会に入会しました。
就学中のお子さんをお持ちの新会員の声をご紹介します。

皆さんとの情報交換に期待
猿投支部

花田 千恵子

育成会の会員として登録して 1 年になります。色々な行事があり、様々な体験をさせてもらえる事に大変驚
いています。長男の涼は自閉症と診断を受けてから、あっという間に高校生になりました。あと 1 年で卒業な
ので将来を考えている最中です。今日、就職難の時代でハンディをもつ長男は何処にも受け入れてもらえる
事が出来ずにいます。私自身、どうしていいのか分からない状況です。そこで、育成会を通じて会員の皆さん
方と情報を交換したり、将来に向けてアドバイスを頂けたらと思い会員登録をさせて頂きました。至らないと
は思いますが、会員として何かに貢献できればと思います。どうぞ、宜しくお願いいたします。

進化あるのみ
中央支部

稲石 ゆかり

今年度から入会させていただきました稲石です。宜しくお願いいたします。6 月の音楽祭では「ぼっし～ず」
として、幕間に出演させていただきました。母子家庭 3 人組だから「ぼっし～ず」なのです。今日までの道のり
は山あり谷ありの闘いで、時には押しつぶされそうになることもありましたが、「ぼっし～ず」の活動に励まさ
れ、笑顔でのり超えてこられた気がします。そんな「ぼっし～ず」の子ども達も高等部に入学し、いよいよ卒業
後の進路を考える時期がやってきました。先のことをあれこれ思うと、心配やら不安やらがてんこ盛りです
が、今まで通り 3 人で歌って踊って、笑いながら過ごしていけたら良いです。そして皆さんにも笑顔のおすそ
分けができるような「ぼっし～ず」へ、進化させていなかければと思う今日この頃なのです。

楽しい行事に参加しています
上郷支部

佐治 裕子

現在、三好養護学校の高等部２年生の息子を持つ親です。育成会の事を知ったのは、昨年の夏休み、ジョイ
ナスつかさにて息子拓哉の実習をさせて頂いた時です。色々楽しそうな行事があり、また親同士の話し合い、
先輩方のお話しを聞けることなど、これからの拓哉にとっての生活に役立てる事が出来ればと思い、入会さ
せて頂きました。入会してから、プラネタリウムや琵琶湖へのバス旅行など、久々に家族４人でゆっくり出掛け
ることができて、とても楽しかったです。これからは就労の事、グループホームやケアホームなど、色々考え
ていかなければならない状況で頭が痛いですが、こういう楽しい行事に参加して心をリフレッシュしながら
色々なことに取り組んでいきたいと思っています。

就労移行支援の取組み

一般企業への就職に向け活動中！
育成会は、ジョイナス各事業所において福祉サービス事業として就労支援事業を行っています。事業所で
の活動をとおして、地域で生活する障がい者に働くことの楽しさを知り、生活していく力を養い、社会的自
立を実現してほしいと願っています。
このうち、就労移行支援事業は、就労を希望し、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる 65 歳未満
の障がい者に対して、生産活動、職場体験等の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要
な訓練、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相
談等を行う事業（利用期間は２年）です。
平成 24 年度は、ジョイナスつかさにおいて８名の利用者さん（定員 12 名）がこの就労移行支援のサービ
スを受けてスタートしました。主な仕事は市福祉センターの清掃業務。８名が２班に分かれ一日交替で仕事
に出掛けます。残った班は、事業所内での
通常作業が主な仕事。その合間を見て、履
歴書の書き方、面接時での対応、あいさつ
やコミュニケーションのとり方など、社会

就職先レポート
水元竜太さん
＆加藤製作所

生活能力の向上も欠かせません。
一方、支援員の業務の内容はどうでしょ
うか。通常のサービス支援に加え、実習受
け入れ先の確保、ハローワークでの求職の
登録、合同就職面接会や企業面接への参加
機会の提供、就職のための実習同行（ジョ

就職者の一人水元竜太（りょうた）さんは、平成 23 年４月ジ
ョイナスつかさに入り、その年 7 月に就職が決定。就職先は自動
車の内装部分の製造を行う（株）加藤製作所（中田町）です。加
藤章社長が障がい者雇用に理解があり、積極的に障がい者を受け
入れてみえます。
そうした環境で働く水元さんを会社に訪ねました。
●水元さん：家からバスと電車をつかって通勤しています。就職
したいと思っていたのでとてもうれしいです。今の仕事はシート
を束ねることと切り落とし部分の処理です。大変ですがしっかり
がんばって、ずっと長く働いていたいです。
●加藤製作所・勝山シート事業部長：水元さんは仕事ぶりもてき
ぱきしていて、安心しています。特別扱いはしませんが、それが
一番本人のためになると思っています。
●つかさ・山田支援員：つかさにいたのは短かったですが、就職
に対する思いが強く、前向きでした。就職してからが大切です。
何でもできるので、自信を持ってがんばってください。

ブコーチ活動）、職場への定着化支援（事
業主に対する助言、職場訪問、家庭訪問等）
など多岐にわたっています。こうした利用
者さんの努力、支援員の援助により、平成
23 年度は５名、24 年度は４名（11 月末）
の利用者さんが一般企業への就職を果た
しています。
障害者雇用促進法の改正により、平成 25
年度より障がい者の雇用率が 1.8％から
2％に引き上げ、豊田市の障がい者企業就
労・定着支援事業費補助金の設置など就職
支援制度の充実により、社会全体の障がい
者雇用理解が進んでいます。夢の実現に向
けて、今日も利用者さんたちはがんばって
います。

ヘルパーさん急募!!
現在、育成会ヘルパーステーションでは、移動支援および居宅介護の
ヘルパーさん(男女共)を募集しています。平日の夕方 1 時間～2 時間程度、または土･日･祝日の長時間な
ど、活動時間は利用者さんによってさまざまです。興味のある方は是非ご連絡をお待ちしております。
・資格：ヘルパー2 級以上またはガイドヘルパー取得者

・年齢不問

詳しくは、育成会ヘルパーステーション 担当 澤邉まで

TEL77-5611＜火～土曜日 9 時～17 時＞

いつも温かいご支援をいただきありがとうございます。
本紙を借りて御礼申し上げます。

法人賛助会員様ご芳名

個人賛助会員様ご芳名

（敬称略、順不同）
法人名

（敬称略、順不同）
名
氏
名
氏

トヨタ自動車㈱労働組合
碧海観光サービス㈱
㈱キョウドー
㈱篠田商会
㈲伊豫田包装店
㈱モダン装美
碧海信用金庫 豊田支店
豊田信用金庫 下市場支店
㈱アサヒフード
㈱遊都
㈱タイホウパーツセンター
富士ゼロックス愛知東㈱第 1 支店
豊田市肢体不自由児・者父母の会
近藤法政事務所
㈱加藤製作所

氏

名

近藤 武福
榎木 繁
大瀧 智子
伊藤 伸江
川崎 啓子
金田 幸代
下田 聡子
藤原 敏範
鈴村ひとみ
大塚 武
白水 雅子
榎本 辰夫
岩井 鏡子
松村 文夫
野々山智子
堀 秀雄
野島 昭彦
稲垣 正
西之原良文
有我ノブ子
鈴木 宏子

氏

鈴木 順子
森 克憲
小嶋 忠光
加藤五十鈴
杉坂 幸代
及川 順子
山内 洋子
鈴木 佳子
鈴木喜美子
本多久巳子
佐伯 誠
松尾伊和子
原田 隆英
近藤イチ子
戸軽 政雄
加藤 勝美
河合 三子
庵 サク子
正木 義則
井上れい子
浅沼 清

＜予告＞ふれあい交流会
◇日

時 平成 24 年 12 月 9 日(日)

平井 勝利
正木 節子
多田 直弘
大西 豊
岡本 貞之
深野真知子
菊池美智代
橋本悠起子
千駄 敦子
荒木 明美
鈴木 令子
魚澄 主枝
小川 恭子
三宅 英明
松田 和也
長野 裕子
鷲津 裕子
加藤 博久
黒木 恵子
山田恵美子
大内登紀子

名

兵藤 信之
小野 美幸
今泉 豊
増岡 美保
上原 瞳
小林 保季
高木真由美
諸岡みどり
佐藤 守
藤城ひろみ
宇都宮勝洋
加藤 修
田中 礼子
千駄 建夫
永峯 文子
森 裕子
山田 美樹
熊谷 和子
杉田 智子
山岡すみゑ
宇野由紀子

氏

名

坂井うらら
佐合美豆枝
都築 沙織
古橋 浩子
兵藤 良一
加藤 一人
副島 英雄
向井智恵美
井原 俊
上野 緋鶴
森田 勝
古井 鎭信
小野 修市
伊藤 鉱二
高見 妙子
栢野 扶美
品田 直子
澤邉美奈子
匿名

＜予告＞新成人のつどい
◇日 時 平成 25 年 1 月 20 日(日)

受付 9:15～ 開始 9:40～12:30
◇場

所 豊田市本新町 7 丁目 48 番地 6

◇定

西部コミュニティセンター多目的ホール
員 200 名(お菓子･抽選会景品等 200 個)

注）お菓子券･抽選券は数にかぎりがあるため当日の受付先着
順とさせて頂きますのでご了承ください。

参加者受付 10:30～ 式典 11:00～
パーティー 12:00～
◇場 所 豊田市本新町 7 丁目 48 番地 6
西部コミュニティセンター多目的ホール
☆皆さんで新成人をお祝いしましょう！

◇両日とも駐車場は、ほっとかん駐車場をご利用ください。
※駐車場が少ないため公共機関のご利用や乗り合わせ等のご協力をお願いいたします。
◇参加費 無料

☆☆☆沢山のご来場をお待ちしております☆☆☆

9 月補正予算、理事等選任案を可決
9 月 15 日（土）に理事会・評議員会を開催し、9 月補正
予算を審議。23 年度繰越金 52,003 千円を増額したほ
か、ジョイナスつかさ就労支援事業指導員等給与支出
を 525 千円減額し、他会計へ充当しました。
また、法務局の指導に基づき、次期理事等の任期の
区切りを「平成 25 年 6 月 1 日～27 年 5 月 31 日」に変
更しました。次期理事等が決まるまでの間、暫定的に現
理事・監事・評議員にその職に就いていただきます。

今年度の企画委員会のテーマは『グルー
プホーム』です。毎月 1 回ＧＨ(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)
の会議を開いていますが、正直、高３の娘
の卒業後の進路以外は考えていませんでし
た。しかし、出席するうちに子どもを自立
させる事、親が動かなければ行政も動かな
いという事、そして、それにはまず親の意
識を変えないといけないという事に気が付
きました。誰もがいつまでも元気でいられ
るとは限りません。可愛い子どもの為に考
えていきたいと思います。(鈴木)

