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地域とジョイナス
社会福祉法人豊田市育成会は、知的障がいのある人たちが、あたり前に暮らせる社会を目指し
ており、「安心・夢・笑顔」の持てる地域づくり、場づくりを地域の皆様と一緒になって進めています。
本法人の福祉サービス事業の基幹施設は、市内に 5 か所の就労継続支援 B 型事業所（「ジョ
イナスつかさ」は就労移行支援も実施）とグループホームひらしばの家です。これらの事業所には、
いずれも自分たちばかりで無く地域の皆さまとのつながりが大切との想いを込めて、ジョイナスと
地域の名が付いています。（ジョイナスつかさ、ジョイナスさかえ、ジョイナスふれあい、ジョイナスえ
かく、ジョイナスたかおか等）
各ジョイナス等では、今年度の重点項目として『利用者さんの「やってみたい！」を応援』、『利用
者さんの長所を伸ばす支援』、『利用者さんのスキルアップを図る』の 3 つを掲げ、利用者と職員
及び会員が一丸となって頑張っています。この 6 つの事業所に、現在 145 名の利用者さんが笑顔
で楽しく毎日通って来ています。特に今年度は、ジョイナスたかおかを多機能化して生活介護サー
ビスを整備し、会員や地域の皆様のニーズにフレキシブルに応えてまいりたいと考えています。
今後ともより一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
社会福祉法人豊田市育成会
理事 尾崎 治子

皆さんは福祉サービスについて知っていますか。名前は聞いたことがあるけど何をして
いるかよく分からないことって意外とあるのではないでしょうか。今号ではそんな知ってい
るようで知らない、 育成会で提供する福祉サービス について紹介していきます。

休日に一人で買い物に行けるようになりたい A さん。
将来は家族と離れて一人暮らしがしたいがどうしたらいいだろう？

市障がい福祉課
(紹介)

相談支援事業所
豊田市内に相談支援事業所 23 カ所あります。
（内、委託事業所が 14 カ所）

将来的には一般就労や福祉的就労を目指すＢさん。
スキルを身につけたいけどどうしたらいいだろう？

市障がい福祉課

(紹介)

就労移行支援

相談支援事業所

就労継続支援B型
（サービス等利用計画の策定）

特定相談支援
育成会地域生活支援センター
ご本人やご家族からの生活等に関する相談に応じ、より良い地域生活を送るためにはどうしたら
よいか共に考え必要に応じた支援を行う。ニーズや自己選択・自己決定を尊重した、サービス等利
用計画の策定やモニタリング等を通して「安心・夢・笑顔」の実感できる地域の暮らしを支援する。

公共交通機関を利用して
余暇活動を楽しみたい

体が不自由なため入浴
介助をして欲しい

育成会ヘルパーステーション
一人では移動が困難な障
がい者(児)が、社会生活上
必要不可欠な外出及び余
暇活動や社会参加のため
の外出をする際にヘルパー
を派遣し、外出時に必要と
なる支援を行う。

ヘルパーが自宅を訪問し、
入浴、排泄、食事等の介護、
調理、洗濯、掃除等の家事、
生活等に関す る相談や助
言など、生活全般にわたる
援助を行う。

今後は自立した
生活を送りたい

グループホームひらしばの家
障がいのある方に対して、
主に夜間において、共同生
活を営む住居で相談、入
浴、排泄または食事の介
護、その他の日常生活上の
援助を行う。

一般就労を目指しているが
コミュニケーションが苦手

働きたい気持ちはあるが
一般での就業が難しい

ジョイナスつかさ

その他各ジョイナス

一般企業に就職を目指す障がい
のある方に対し、就労に必要な知
識・能力の向上を目的とした訓練
や準備、就職活動支援及び就職
後の職場定着支援を行う。

現地点で一般企業への就職が困
難な障がいのある方に就労機会
を提供するとともに、生産活動を
通じて、その知識と能力の向上や
日常生活に必要な訓練などの障
がい福祉サービスを提供する。

移行：マナー教育や通勤訓練等のほか定期的な
喫茶カフェ kiitos の営業を行い、一般就職
に向けたスキルを身につけています。
継続：事業所内での請負の他、実践的訓練として
福祉センターでの清掃や江戸屋クリーニング
で施設外就労を積極的に行っています。

施設内就労の他、パルクとよたでの清掃や畑仕事
にも力を入れています。また自主製品の梅干しやネギ
味噌はバザー等でも人気の一品です。
また、西山公園では園内のトイレ清掃やゴミ拾い等
の屋外清掃を行っています。

自主製品で最も力を入れているのが裂き織り製品
です。左の写真の織機で丁寧にオリジナルの製品を作
り上げています。地域バザーにも交流を兼ね利用者さ
んと共に参加します。
また、鞍ヶ池公園では動物愛護センター内の清掃、
公園内の除草作業などに取り組んでいます。

皆さんは EM ボカシ を知っていますか。ジョイナス
えかくでは認定を受けた良質なボカシを製作していま
す。利用者さん全員で協力し合い様々な店舗で販売さ
せていただいています。EM 石けんや EM 活性液など
自然にやさしい製品を販売しています。各ジョイナスで
も取扱っていますので是非お試しください。

ジョイナスたかおかでは羊毛を使い全て手作業で作り
上げた羊毛アイテムの製作のほか、資源の回収にも力
を入れています。
毘森公園では園内はもちろん、周辺自治区のゴミ拾
い活動を行い、地域に密着した活動をしています。

平成 30 年度育成会会員バス旅行

今年の育成会バス旅行は、静岡県にある日本三大砂丘の１つ「中田島砂丘」と、花と鳥とのふれあいが楽しめる
「掛川花鳥園」、そして甘くてとてもジューシーな「ブルーベリー狩り」を会員 84 名が参加し楽しんできました。

１号車のバスはカラオケ、２号車はＤＶＤ鑑賞に分かれレクリエーション委員によるビンゴゲームも楽しみまし
た。また、中田島砂丘では散策したり、海浜公園内にある浜松まつり会館で、凧揚げ合戦で使われる大凧や映
像による浜松まつりの紹介など体感することができました。

掛川花鳥園では、満開の花の下でバイキングを堪能し、鳥たちへの餌やり体験や、肩や指先に小鳥を乗せたり、
直接ふれあいことができました。ブルーベリー狩りでは、甘く大きく熟したブルーベリーを味わいました。
今年のバス旅行は例年にない厳しい暑さでしたが、思い出に残る楽しい旅行でした。

●育成会の動向（平成 30 年 7 月〜8 月）
7 月 2 日 (月) 育成会だより№29発行
7 月 8 日 (日) 平成31年度採用新規職員試験
7 月 22 日 (日) 育成会バス旅行

参加者84名

7 月 29 日 (日) 企画委員会研修会 参加者18名
豊田おいでんまつり花火大会招待
参加者28名
8 月 18 日 (土) 第2回楽楽運動会実行委員会
8 月 19 日 (日) 本人部会紙ヒコーキ大会

7 月 28 日 (土) 第1回楽楽運動会実行委員会

参加者41名

本人部会主催 『折り紙ヒコーキ大会』
８月 19 日(日)西部コミュニティセンターにて、「折り紙ヒ
コーキ大会」を開催しました。当日は、本人、兄弟、保護者の
４１名が参加しました。
折り紙ヒコーキは誰でも手軽にできる遊びです。最初に、
全員でオリジナル折り紙ヒコーキを作りました。せっせとヒコ
ーキを折っては繰り返し飛ばして練習に励み、大会の目玉
「遠くまで飛ばそう！飛距離対決！」では、白熱した戦いとな
りました。

『遠くまで飛ばそう！飛距離対決！』
参加者

飛距離ペア合計

優勝

澤田 岳さん ・ 澤田知人さん

40.3 m

２位

山城瞬也さん ・ 山城靖恵さん

36.6 m

3位

松崎 峻さん ・ 松崎利充さん

35.1 m

8月賞

山崎瑠以さん ・ 山崎千草さん

26.5 m

真ん中賞 福田直也さん ・ 福田玲子さん

25.0 m

順位

企画委員会主催 『育成会を知ろう！新規会員研修会』
7 月 29 日(日) つかさ本部 2 階多目的室にて、昨年に引き続
き企画委員会主催の『新規会員向け研修会』を開催しました。
研修会の目的は新規会員の皆さんに育成会の仕組みや理念、
良さや会員の役割等の理解をしていただくことですが、当日は
各正副支部長や既に会員である方達も参加し、支部に関するこ
とや福祉サービスについての希望等の意見もあり、お茶を飲み
ながら自由に意見交換をして会員同士理解を深めました。

会員リレー 〜わたしの安心・夢・笑顔〜
13 回目の会員リレーは、上郷支部の大川さん。前年は副支部長として、そして今年度は支部長として支
部の課題や福祉啓発活動に奮闘中です。そんな大川さんの安心・夢・笑顔とは？
次回の会員リレーは上郷支部の山田ひづるさんへバトンタッチ！宜しくお願いします。

22 歳になる息子は、2 年前にやっと普通自動車免許を取ることができました。今年
のゴールデンウィークには一人で一泊二日の栃木県鹿沼市に車で出掛けました。鹿沼
市は自動車免許を取りに行った場所で以前から一度行きたいと言っていました。一人
で行かせることに不安はありましたが、行かせることにしました。本人にとっても良
い経験ができ、新しい車を買うためにまたお仕事を頑張って働いてくれると思いま
す。今年初めの頃は本人にとって色々な事がありましたが、今は落ち着いて働いてい
ます。息子本人が夢に向かって頑張ってくれることが私の安心・夢・笑顔です。

音楽祭 Piece vol.10 開催します！
毎年恒例となっています音楽祭 Ｐieｃe は、障がいの有無や性別、老若男女、音楽のジャンルを問わず、
小さなひとかけらが重要なパズルのピースをイメージして、出演者も観客もスタッフもみんなで協力して楽
しい音楽祭Ｐｉｅｃｅという作品を作ろう！そんな想いから始まりました。 音楽祭Ｐｉｅｃｅも今年で 10 回目を迎
えます。幅広い年代の皆さんが楽しんでいただける音楽祭です。皆さんのご来場をお待ちしています☆
●日 時
●会 場
●参加料
●ゲ ス ト
●出演者

●その他

平成 30 年 10 月 2８日(日) 開場 12 時 00 分／ 開演 13 時 00 分〜16 時 00 分
豊田市福祉センター 大ホール 豊田市錦町 1 丁目 1 番地 1
無料 来場者には記念品をプレゼント！
かるくらカルテット（金管楽器演奏家）
ありのまま合唱団、ひまわりバンド、オンリーワンゴスペルサークル、
猿投台リトルハーモニー、豊田社会学級なかま、Ｓol Radiante＋
豊田市役所音楽部シャルマンブラス、岡崎女子大学・短大ダンス部
物品販売コーナー、交流コーナー 等

育成会求人情報
＊勤務地：グループホーム「ひらしばの家」
豊田市平芝町 4 丁目 21 番地の 1（旧交通公園すぐそば）
＊勤務日：月曜日〜土曜日

※シフト制：週 1 回〜3 回程度の勤務です。

＊勤務時間・賃金・仕事内容
① フルタイムスタッフ（世話人） 賃金 12,450 円
午後 3 時〜翌午前 9 時（食事準備・提供(夕・朝食)、清掃ほか家事支援全般）
② 夜間スタッフ 賃金 5,700 円
午後 7 時〜翌午前 6 時（就寝確認・宿直）
子育てに一段落した方や
③ 早朝スタッフ 賃金 3,600 円
定年退職した方も是非！幅広
午前 6 時〜午前 9 時（朝食準備・提供、送り出し・清掃等）
くご応募お待ちしています☆

＊交通費は別途支給

＊勤務形態：臨時職員

＊年

齢：不問

〇入居者は知的障がいのある男性６名です。地域で暮らすために自立を目指しているグループホームで
す。身体介助は必要ありません。一般的な家事支援や日常生活上の相談などの支援をお願いします。
〇お食事作りは、家庭料理程度ができれば大丈夫です！
〇特別な資格は必要ありません。職員がサポートします！
例えば、フルタイムスタッフの場合、職員や現在活動中の世話人さんと相談しながら、勤務シフトや
献立を決めていきます。未経験者大歓迎です。まずは週 1 回からでもＯＫです！
※上記、求人についてのお問合せは、本部事務局までお願いします。
社会福祉法人豊田市育成会 本部事務局 TEL0565-77-5611（日・月曜日、祝祭日休み）

ジョイナスつかさから一般就労した私の子どもは、職場の人たちの指導や支えもあって、喜んで働くことができていま
すが、本人の一番の楽しみは、仕事の有る日も無い日もジョイナスつかさの皆さんのところへ行くことのようです。これか
らもこの生活が続けられることを願っています。（山口）

