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充実した法人運営を目指して

社会福祉法人の見直しが進められ豊田市育成会も事業運営の透明性の向上、ガバナンスの強化、

地域貢献の取組みを重視し、公益性の高い法人として事業の再構築に努めてまいります。地域活

動の一環として、年間を通して青年学級や６月の音楽祭『Piece』、12 月のふれあい交流会等を

開催し、地域の皆さんと会員の交流を深め、年々来場者数も増え有難く思います。そして、事業

体の福祉サービス事業では、今後 10 年間の施設整備計画も策定し、来年度から住まいの場の確

保としてグループホームの新設や、自立生活挑戦の場の確保としての日中短期事業の開設、就労

支援施設ジョイナスの増設等を計画しております。これからも運動体としての広報・自主事業部

会や本人部会および支部活動部会と連携し、豊田市育成会の理念である「安心・夢・笑顔」が続

くように、会員のニーズを受け止め、今、何が求められているのかを話し合いながらサポートし

運営に携わってまいります。これからも豊田市育成会が会員制であることを会員一人ひとりが自

覚を持ち、運動体への協力をお願いすると共に、地域の皆さまには本人が安心して地域生活を過

ごせるよう、豊田市育成会へのご理解と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 新開かおる

本人部会活動



平成 28 年度会員総会  

平成２８年度豊田市育成会会員活動目標（スローガン）は 

「私たちは、仕事に就き、働き続けることを応援します。」 

に決定しました！ 

平成２８年度豊田市育成会会員総会を平成２８年６月１８日（土）午前１０時から本部(司町)２階

の多目的室で、ご来賓の豊田市副市長杉山基明様を始め、豊田市議会議長近藤光良様ほかの皆様に

ご臨席をいただき開催しました。議題は、報告案件として①平成２７年度事業報告 ②平成２７年度

決算報告 ③平成２８年度福祉啓発事業計画 ④平成２８年度福祉啓発事業予算、議題２では平成２

８年度会員活動目標（スローガン）が決議されました。総会後に会員研修会が開催され、「豊田市育

成会施設整備計画」と来春開設予定の平芝町「グループホーム」の進捗状況についての説明（次ペ

ージ掲載）と情報提供がありました。 

１．平成２７年度事業報告 

 平成２７年度は、社会福祉法人設立５周年として記念会員総会を開催し、法人の足跡と目指す方

向を確認できた節目の年でした。グループホーム設置検討委員会を立ち上げるとともに、将来を展

望する施設整備計画を策定しました。また、法人の基礎・基本を確実にする年に相応しい重点項目

を定め、「安心して過ごせる」「夢や願いが叶う」「笑顔が絶えない」楽しい場づくり、地域づくりを

進めました。 

２．平成２７年度決算報告 

○資産の部合計    279,386,739 円 （対前年度 3.1%増）

○負債の部合計     25,669,760 円（対前年度 45%減） 

○純資産の部合計   253,716,979 円（対前年度 18,6%増） 

３．平成２８年度福祉啓発事業費内訳 

当初予算額 前年度予算額 増減額 備考
社会参加事業（社会見学） 970,000 914,000 56,000 バス借り上げ代増

社会参加事業（本人部会） 1,237,000 1,242,000 △5,000

ふれあい交流会事業 350,000 345,000 5,000 材料費等増

新成人のつどい事業 394,000 394,000 0

音楽祭事業 595,000 595,000 0

広報委員会 155,000 155,000 0

企画委員会 119,000 239,000 △120,000 賛助募集リーフレット代減

レクリエーション委員会 64,000 34,000 30,000 劇録音代増

支部活動部会（活動） 400,000 370,000 30,000 会員増

支部活動部会（総会） 45,000 45,000 0

団体活動補助事業 100,000 100,000 0

計 4,429,000 4,433,000 △4,000



豊田市育成会施設整備計画概要 
 豊田市育成会は、法人の理念である「安心・夢・笑顔」の持てる地域づくり場づくりを進めるた

めに、基本方針の一つである法人福祉事業の柱として「住まいの場の確保」「自立生活挑戦の場の

確保」「安全の場の確保」の３点を掲げ整備して行きます。 

１．住まいの場の確保 

①地域型グループホームの確保 

・体験利用の場 

・シェアハウス型、アパート型、ワンルーム型、サテライト型 

②中核拠点施設の設置（定員２０名程度） 

・重度化、高齢化への対応 

２．自立生活挑戦の場の確保 

・多様な日中活動の場の確保（就労支援事業の拡充、生活介護、日中短期の設置） 

３．安心の場の確保 

①地域生活支援拠点整備（中核拠点施設併設） 

・ショートステイの場の確保 

・ヘルパーステーションの拡充 

・地域生活支援センター（相談支援）の拡充 

４．施設整備計画配置形態 



平成 28 年度 

6月 26日(日)豊田市福祉センターホールで音楽祭Piece vol.8 を開催しました。 

ハンディキャップの有無や老若男女を問わず、市民の皆さんと音楽を通した交流の場を目的に始めた音楽

祭も今年で 8 回目。豊田市育成会の音楽祭は、いろんなジャンルの音楽や趣向を凝らした演出を出演者と

観客が一体となり楽しみます。今回の出演者は18組！今年も感動あり★笑いありの楽しい音楽祭でした。 

＊サンホーム豊田音楽クラブ ＊ひまわりバンド ＊えかく音楽隊 ＊空奏楽団 ＊ジ・オークランド

＊Ｊさかえアンサンブル風 ＊コールメイプル ＊ふれあいＪ・Ｊ合唱団 ＊Sol radiante ＊はっとん
＊ありのまま合唱団 ＊ＴＭＢ(豊田高等特別支援学校音楽部) ＊ぼっし～ず ＊キャリーマロ＆ＯＴＫ
＊trip nostalgie ＊どんぐり音楽会 ＊社会学級なかま ＊もてぎ三絃道（順不同）

ﾏﾄﾘｮﾐﾝ演奏の 
空奏楽団さん♪

ｹｰﾅとｱﾙﾊﾟの演奏は 
sol radiante さん♪

キャリーマロと一緒に 
ダンス！ダンス！ダンス！ 

♪出演者の皆さん♪ 

ありのまま合唱団の皆さんは 
ミュージカル風合唱♪

ひまわりバンドさんは毎回趣向を
凝らした演出と演奏♪

迫力ある津軽三味線の演奏
はもてぎ三絃道の皆さん♪ 美しいハーモニーと歌声は

コールメイプルさん♪ 
sol radiante♪

ぼっし～ず f.t はっとん♪ 
会場も最高潮！ 



エントランスホールでは、市内にある福祉施設が自主製品の販売をはじめ、育成会会員による活動の紹

介や、交流ブースを設け来場者と一緒に手作り楽器を作り交流を深めました。 

音楽祭 Piece は『来場者参加型の音楽祭』です。今回は、ぼっし～ずと観客の皆さんが幕間に手話を覚え、

ジョイナスさかえアンサンブル風が中心となり、観客と出演者と一緒に『365 日の紙飛行機』の曲に合わ

せ、手話を交えながら合唱しました。 

企画委員会による育成会活動の紹介 

出演者と一緒に大合唱♪

紹介パネルの展示 

幕間に手話を覚えよう！ 



会員リレー

今回の会員リレーは高橋支部の加納さん。『推進力だ！』をテーマに、熱いコラムを執筆していただき

ました。音楽に元気を貰ったり、背中を押されたりすることもたくさんありますよね。音楽のパワーはい

つだってとても大きなものです。次回の会員リレーもお楽しみに！

育成会主催の音楽祭に息子が通うジョイナスさかえも出演した。手話ソン

グ『虹色』と『365日の紙飛行機』を披露するため、利用者たちは毎日笑顔

で練習に勤しんでいた。『365 日の紙飛行機』は保護者も参加できると聞い

て練習時間におじゃまし、初めて覚える手話ソングに悪戦苦闘しながら手を

動かした。 

『365 日の紙飛行機』の 2 番の歌詞に『推進力だ！』という言葉が出て

くる。推進というと「推進月間」とか「推進委員会」など硬いイメージだっ

たが、この歌のお陰でとても身近で良い響きに聞こえてきた。人と話そう、

自信を持とう、夢を持とう！ それが推進力に繋がる。そんな内容の歌詞に

背中を押してもらった気がした。 

どのコースも楽しく元気に活動していま

す！障がい者作品展出品、ふれあい交流会

での発表と、目標はそれぞれ違いますが、

皆さんの頑張る姿はとても素敵です。クラ

ス活動では水や消費生活に関する講座を

聞いたり、自然観察の森でザリガニ釣りを

したりしました。下半期の学習も充実した

ものにしましょう！ 

本人部会折り紙ヒコーキ大会を8月21日（日）西部コミュニティ

センターにて行いました。参加者は42名。ペアの人と一緒にヒコーキ

を作り、舞台上から飛ばして、合計距離を競いました。まっすぐ飛んだ

り、横にそれたり、くるくる回ったり、後ろにいってしまったり…。今

年の参加賞はお菓子の詰め合わせ。賞品は、紙ヒコーキ大会にちなんで、

『紙』に関連するものでした。今回作った自分だけの紙ヒコーキ、大切

にしてくださいね。 

★優勝…小林 佐椰伽・時生ペア(中央) 

★準優勝…亀山 純一・知枝ペア(中央) 

★3 位…黒  保司・喜代子ペア(高橋) 

★8 月賞…福田 直也・福田 玲子ペア(中央) 

★真ん中賞…高橋 茉由・智子ペア(高岡) 

★スペシャル賞…成瀬 和明・幸枝ペア(猿投) 

エコクラフトコース 絵画コース 

本人部会 

青年学級 

第 1回紙ヒコーキ大会 



6月  1日(水)    育成会だより第21号発行 6月26日(日)　　 音楽祭「Piece」vol.8　
6月18日(土)　　会員総会　  参加者53名 　　　　　　　　　　　　参加者525名(市福祉センター)
　　　　　　　　　　　報告議案 7月 9日(土)  　　第3回ＧＨ設置検討委員会
　　　　　　　　　　　　 27年度事業報告・決算報告 7月30日(土) 　　第1回楽楽運動会実行委員会
　 　　　　　　　　　　  28年度福祉啓発事業計画・予算等 8月21日(日) 　　本人部会第1回紙ヒコーキ大会
　　  　　　　　　　会員研修会　参加者47名 　　　　　　　　　　　　参加者　42名(西部コミュニティセンター)
      　              　「豊田市育成会施設整備計画について」 8月27日(土)　   第2回楽楽運動会実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　講師：育成会職員　　　　　　　　　　　　　
6月25日(土)　　就労支援施設等運営委員会                    
　　　　　 　　　　　　議題
　　　                    27年度目標達成状況報告　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　就労支援施設の運営課題ほか
 　　　　　　　　　 ジョイナス会長会

猿投支部副支部長吉岡さんは、ジョイナスさかえのお掃除アドバイザーとして清掃会社から派遣されて、利用

者さんと一緒にパルクとよた(栄町)のお掃除をしています。今回は吉岡さんに豊田市育成会とのつながりについ

てお話しを伺いました。

地域で暮らすシリーズ

Q1．豊田市育成会の会員になるまでの経緯を教えてください。 

今から3年ほど前、私の息子は豊田高等特別支援学校を卒業後、5年間勤めていた製本会社を人間関係のス

トレスや、印刷のインク等でアレルギーを発症し退社してしまい、自宅で家事手伝いなどしながら日々過ごし

ていました。いろんな所へ相談に行きましたが、前職の人間関係のトラブルがトラウマになったりして、なか

なか息子の仕事先は決まりませんでした。同じ時期に、私が勤めている清掃会社がパルクとよた(栄町)でジョ

イナスさかえの利用者さんに清掃の仕方を教えながら一緒にお掃除をする仕事をすることになりました。それ

まで豊田市育成会のことは知りませんでしたが、ジョイナスさかえの利用者さんや職員の方々と関わる中で、

豊田市育成会は保護者が立ち上げた法人であることを知りました。思い切って、私の息子のことをジョイナス

さかえの管理者に相談したところ、実習してみませんかと声を掛けていただき、現在、ジョイナスさかえ西山

公園で働いています。私自身も豊田市育成会の会員となり、息子といろんな育成会の行事に参加しています。 

Ｑ2．豊田市育成会の会員になって良かったことは？ 

 最初は、豊田市育成会は保護者が立ち上げた法人ということに興味を持ちました。障がいのある子どもを持

つ親同士、いろんな悩みを相談し合ったり、情報共有できると思ったからです。私も会員になり、会員活動を

通していろんな人と知り合うきっかけになりました。 

Ｑ3．これからどのような事を望みますか？ 

 まず、息子は将来的にグループホームに入ることを希望しているので、身の周りのことを１つずつ出来るよ

うに日ごろから訓練しています。夕食の後片付けなどは毎日やってくれるのでとても助かっています。ちょっ

としたことでも「すごいねー！頑張ったねー！」と褒め、少しずつ出来ることが増えてきました。私自身は、

育成会の会員になってもまだまだ知らない事があります。今回、猿投支部の副支部長になり、初めて会員活動

にはいろんな委員会があることを知りました。育成会だより(広報委員会)や音楽祭(レク委員会)等、どの委員 

会も会員が活動しています。会員同士、協力しないと出来ないことを実 

感しました。支部長会も出席してみて自分の所属支部だけではなく、他 

の支部との交流も必要じゃないかと感じました。息子のこれからの将来 

をもっと暮らしやすくするために、会員同士交流を深め、いろんな人と 

繋がりを持ち、子どもの将来を見届けたいと思います。 

●育成会の動向（平成 28年 6月～8月）

吉岡さんはジョイナスさかえ西山公園で園内の草取りやお掃除をしてい
ます。夏の暑い日も冬の寒い日も休まずお仕事を頑張っています！ 



 自主製品の取材をきっかけに遅ればせなが

ら、私もＥＭ生活の仲間入りをした。半信半疑

で使ってみると、これが、また調子良く、EM

活性液で畑の野菜が元気になり、エコ石鹸で油

汚れがスッキリ落ち、これはよい情報を発信で

きたと嬉しくなってきた。 

これからも育成会の旬な情報・素敵な話題を

どんどん発信していきたいと思う。（村瀬） 

※EM活性液とエコ石けんは、ジョイナスえかくほ 

か市内のジョイナス事業所で販売中です。 

 平成 28年度第 1回理事会、評議員会開催

5月 21 日(土)午後 1時より本部(司町)2 階活動室

にて、第 1回評議員会、理事会を開催しました。①

平成 27 年度事業報告 ②平成 27 年度決算、監査報告

の 2案について議案が可決承認されました。 

平成28年 7月 31日（日）矢作川河畔・白浜公園一帯において、「豊田おいでん花火大会」が

開催されました。今年も豊田おいでん花火大会実行委員会様から招待券を頂きました。今回は例

年になく多数の応募があり、抽選の結果、12組 31名の皆さんが沢山の色とりどりの花火を間近

で楽しむことができ、感想文も掲載しきれないほど、たくさん書いてくださいました。この夏の

素敵な思い出がまたひとつ増えたことと思います。関係者の皆様、誠にありがとうございました。 

花火を歩いて見に行きました。

キラキラでドーンという大きな

音。とても感動しました。楽しか

ったです。 中央支部 加納 慎也 

お父さん、お母さんと花火を見まし

た。人がたくさんいて、なかなか前に行

けなかった。花火の音が怖かったけど、

綺麗でした。    猿投支部 小倉 勇真 

花火を見て綺麗でした。今まで近くで花

火を見たことがなかったので見れて嬉しか

ったです。花火の音はうるさくなかったで

す。帰るのに人がいっぱいでした。また来

年も行きたいです。 猿投支部 江口 雄登

飛び散って地面に落ちた火の粉まで綺麗で、最後の最後

は花火の光の雨みたいなのを見て過ごして感激しました。

ナイアガラの滝みたいなのを見れたのはあそこの場所の特

権でした。（一部抜粋）     中央支部 小林 佐椰伽 

花火、綺麗でした。メロディもよかっ

たです。たくさん花火見ました。いろん

な色の花火があがってました。素晴らし

い花火でした。   上郷支部 山城 瞬也 


