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着実に前進する会員制社会福祉法人として 

豊田市育成会は、社会福祉法人として８年目を迎えようとしております。その間、会員は１

９０名と増加し、組織の充実が図られてきました。私は先の役員改選で思いもかけず理事長に

就任することになり、戸惑いながらも、非才ではありますがこの重責を誠心誠意努めていく所

存であります。現在、豊田市育成会では中長期の事業計画・施設整備計画が策定されており、

私はこの計画に沿ってグループホーム、生活介護などの事業拡大を図るとともに、福祉啓発活

動（本人部会、広報・自主事業部会、支部活動部会）の会員活動をさらに活発にして、会員の

皆様のニーズに応える法人として着実に前進してまいりたいと思います。今後は、これまで以

上に会員制の特色や長所を活かした運営に努め、育成会の目指す姿である「安心して過ごせる」

「夢や願いがかなう」「笑顔が絶えない」地域づくり、場づくりを推進してまいります。地域の

皆様におかれましては、これまで以上のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

社会福祉法人豊田市育成会 

理事長 新開かおる 

【表紙の写真】H29年度バス旅行は、大阪府の『ニフレル』へ行ってきました。ニフレルは海遊館プロデュースの水

族館･動物園･美術館のジャンルを超えたミュージアムで、一日楽しく過ごしました。(詳細は6頁をご覧ください。) 



ご存知ですか！ 豊田市育成会は会員制の社会福祉法人です！! 

目指すは「安心」「夢」「笑顔」の持てる地域づくり場づくり 

＜１．会員による経営＞ 

豊田市育成会は、豊田市に住む障害のある人の親たちが 

平成 22年度に立ち上げた会員制の社会福祉法人です。 

会員が積極的に法人の運営にかかわることができ、会員の 

意見が生かされる法人組織となっているのが特徴です。法人 

を運営していく最高執行機関として理事会がありますが、理 

事６名のうち５名が会員の理事で、それぞれの支部（育成会 

は、豊田市内に５つの支部があり会員は全員いずれかの支部に所属しています。）から理事候補として推

薦を受け、評議員会で選任された人たちです。また、議決機関として決定権限を持つ評議員も１２名中5

名が地域の人たちで、７名が会員で５名が支部の推薦を受け、評議員選任・解任委員会で選任された人た

ちです。また、豊田市育成会には、会員で組織された事業部会が3つあります。広報自主事業部会、本人

部会、支部活動部会です。広報自主事業部会には、広報委員会、企画委員会、レクリエーション委員会の

３委員会が設置されており、この委員会には会員であればだれでも参加できます。豊田市内で唯一の会員

制の社会福祉法人であり、そして多くの賛助会員の皆様にご支援いただいています。 

本年５月１日豊田市平芝町にオープンしたグループホーム「ひらしばの家」は、会員の意向が反映され

たものです。会員アンケートの結果を受け、会員の強い要望に応えて「グループホーム設置検討委員会」

が設置され、育成会にふさわしいグループホームのオープンを迎えることが出来ました。この「育成会だ

より」も、広報委員の皆さんの手づくりです。年に４回発行され豊田市内 3600 世帯の皆さんに読まれ

ています。「ひとりが皆のために、皆がひとりのために」をモットーに会員間の絆を深め、「安心」「夢」

「笑顔」が持てる地域づくり、場づくりを目指しています。 

＜２．期待される支部活動＞ 

豊田市育成会では、育成会に対する想い、期待、あるべき姿など様々なことに関して自分の考えに賛同

する会員がいれば、そのことが提案され協議されていくシステムになっています。その原動力となるのが

会員制の育成会ならではの特色ある組織の支部活動部会です。育成会では、豊田市内を5区域に分けて、

それぞれに支部（猿投支部、中央支部、高岡支部、上郷支部、高橋支部）が設置されています。各支部会

から提案された議題は、支部活動部会で協議され会員の理事で構成される経営会議で協議されることにな

っています。そして、私たちでは解決が困難なことについては、豊田市及び豊田市議会に提言したり要望

したりする活動をします。 

支部会は、正副支部長を中心に支部会員の皆さんが集い、情報交換や会員の絆を深める親睦行事及び自

分が困っていることなど気楽に話し合う場であります。育成会には多様な経験をされた会員がいます。自

分自身で様々な工夫をし、スモールステップアップを実践して本人の能力アップや課題をクリアするなど

頑張っている人がいます。そのような会員の方の話はとても参考になります。また、自分が実践して得た

貴重な体験は、他の会員に大いに役立つことがあります。全ての会員が情報の受け手であるとともに、情

報発信者としての講師でもあることの自覚を大切にしています。しかし、育成会ではこの支部活動がまだ

まだ十分に機能しているとは言えません。今後育成会が一層飛躍し、より良い法人として成長していくに

は、支部会の活発化が重要となってきます。今年の 9 月に、企画委員会が会員を対象に「育成会を知ろ

う！研修会」を計画しており、その成果が待たれます。 



＜３．賛助会員のご支援が大きな力＞ 

育成会活動のもう一つの大きな特徴は賛助会員の皆様の存在です。育成会の活動をご理解いただき、ご

賛同いただいている賛助会員の皆様のご支援が非常に大きな力となっています。現在、個人の賛助会員が

135 人、法人が 19 団体です。賛助会員の皆様には、感謝の思いを込めて育成会の機関紙「育成会だよ

り」を送らせていただき育成会の活動内容を随時お知らせしています。賛助会員は誰でもなることが出来

ます。育成会の活動にご賛同いただける方は、ぜひ本部事務局へご連絡ください。 

賛助会員の皆さんからご支援いただいた会費は、地域の皆様と交流を図る『音楽祭Piece』や『ふれあ

い交流会』など福祉啓発を目的とした事業費の一部として活用されています。 

育成会の会員として 

                               高岡支部 西村 有紀 

息子が豊田市育成会にお世話になって 3 年目に入りました。高等部の時にジョイナスたかおか

に実習に行かせていただき、支援員さんや利用者の皆さん、その保護者の方々の雰囲気がとても良

く、親子共々ここにお世話になりたいと思いました。周りからは「育成会は役員とかいろいろと大

変みたいだよ」と言われることもありましたが、私は何とかなるだろうと思いました。 

まず、入所して驚いたことは支部会というものがあることです。支部会に参加すると、ジョイナ

ス以外で働いている方の保護者もいて、無知な私はそこで初めて会員制の社会福祉法人だというこ

とを理解できました。高等部の時はジョイナスたかおかに入りたいという想いばかりで、育成会の

ことは何も知らず、考えもしませんでした。育成会に入り 1 年目はほとんどお客様状態となって

しまい、2年目からなんとかジョイナス保護者会や支部会の役割が少しずつ分かってきました。今

年 3 年目にしてジョイナス保護者会の会長や、高岡支部の副支部長という大役に就くことになり

ました。月に1度の保護者会や、正副支部長会、広報委員会や支部活動など、仕事との両立は大変

ではありますが、今まで知らなかった育成会の組織のことを知ることができ、いろいろな方の意見

を聞くことができるので、とても良い機会だと思っています。 

今年 1月に行われた育成会主催「新成人のつどい」では、ス 

ーツを着て緊張した息子を、なんとも温かく和やかな雰囲気で、 

また静粛に進む式に参加させていただき、一個人を尊重してく 

ださっていることが伝わり、私は改めて育成会の会員で良かっ 

たと思いました。 

 息子は毎日やりがいを感じジョイナスへ楽しく通っています。そんな姿を見るととても安心し 

ます。育成会の目指す「安心して過ごせる・夢や願いが叶う・笑顔が絶えない」という場所を創 

るお手伝いができたら嬉しいです。 

＝賛助会費＝ 

法人 1口 

   10,000円/年 

個人 1口 

1,000円/年 

音楽祭 Piece ふれあい交流会 

新成人のつどい 



6月 10日開催の評議員会において新しい理事・監事

が選任し、理事会にて理事長と常務理事を互選しまし

た。任期は、平成 29 年 6 月定時評議委員会選任日か

ら平成31年6月の定時評議員会終結日までです。 

新しい理事の皆さん 

もうすぐ27歳になる息子は、声かけや手助けが必要なことも多く、まだまだ手 

が掛かります。将来を考えると不安でいっぱいですが、そんな息子のような子でも 

「親亡きあとも幸せに暮らせる場所があること」それが私の夢、願いです。育成会 

ではグループホームや生活介護など新しい事業が立ち上がり、これからますます息 

子たちの生活環境が整っていくことを期待しています。 

今年度始まった『ごーるどの会』に私も参加させてもらっています。情報交換はも 

ちろん、私にはストレス発散にもなっています。支部やジョイナス、世代を超えて一 

人でも多くの人と繋がれたら嬉しいです。 

●育成会の動向（平成 29 年 6 月～8月） 

 第 9回目の会員リレーは高橋支部の冨田さんです。冨田さんの夢とは・・・？ 次回は、富田さんか

ら中央支部の梅村さんへバトンタッチ！お楽しみに☆彡 

☆☆★会員リレー ～ わたしの安心・夢・笑顔 ～ ☆☆彡 

理事長 高橋支部

常務理事 職員代表

理事 猿投支部

理事 中央支部

理事 高岡支部

理事 上郷支部

監事 学識経験者

監事 学識経験者

森島章博

小澤伸也

尾崎治子

平手正人

新開かおる

古井鎭信

坂下真奈子

新理事・監事 (敬称略)

役　職 氏　名 選出先

小林淑江



地域で暮らすシリーズ 
豊田市育成会では、市内８ヶ所に障害のある方の働く場として就労継続支援 B 型事業所(ジョイナス)と、

一般就労するための訓練を行う就労移行支援事業所(ジョイナス)がありますが、今回は、市内で「就労継続支

援Ａ型事業所」を経営している株式会社 COPAIN 代表取締役の大谷ひろこさんに、障がい者雇用への想い

を広報委員会 栗野委員長(高岡支部)と板倉委員(上郷支部)がお話しを伺いました。 

Q1．もともとは福祉事業ではないお仕事を経営されていらっしゃいますが、どのような経緯で（株）

COPAINを設立されたのですか？  

 育成会は以前から会員でもありますし、今から５年程前、ジョイナスつかさの施設外就労先として当社の

仕事をお願いしていました。仕事の内容は、大手通販会社の大型家具の解体等です。ジョイナスつかさの利

用者さんや職員さんとの関わりの中で、就労継続支援Ａ型という福祉サービスを知りました。当時、市内で

は就労継続支援Ａ型事業所は殆どありませんでしたが、当社では提供できるお仕事もあり、最低賃金を支払

うこともできるので、育成会の協力も得て設立することとなりました。 

Q2．実際に運営されていかがでしたか？  

 就労継続支援Ａ型事業は、㈱COPAIN と障がい者が雇用契約を結び、最低賃金を保証する福祉サービス

です。経営者は事業を継続し、賃金を支払うための仕事は確保していかなければいけません。現在の仕事は、

自動車シートの解体や清掃作業です。働く方それぞれに仕事をする力はありますが、最低賃金をもらうだけ

の作業効率やマナー等の能力には多くの課題があります。その点を支援面でしっかりサポートしています。

また、法改正もあり厳しい状況でもありますが、行政や福祉事業所等と連携して運営しています。 

Q3．良かった点や嬉しかったことは？  

                    一人ひとりの能力をあげることには、設立時から特に力を 

入れてきました。その結果、仕事面はもちろん、様々な面で 

成果が出てきました。先日も、取引先様にお礼をしようとい 

う話しになり、自分たちで相談しダンスを披露しました。ほ 

かにも漢字検定にチャレンジするため自主的に勉強に取り組 

む等、自主性が伸びてきたなと実感しています。 

Q4．今後の展望や希望を教えてください。 

 ㈱COPAIN でお仕事をしているのは若い世代の方たちです。これから一人暮らししたいと思っても賃金

と障害年金だけでは少し厳しい。なかには障害年金のない方もいます。これからも㈱COPAIN の仕事を確

保し、また、今までの経験を生かして、一般就労へチャレンジする方も増やしていきたいと思います。ハロ

ーワークの求人情報は常に閲覧できるようにしていますし、企業の方も見学にいらっしゃいますので、彼ら

の強みをしっかり紹介していきたいと思います。そのほかに、㈱COPAIN のお仕事は解体≒壊すことをメ

インに行ってきましたが、これからは何か創り出すことをし 

たいと考えています。㈱COPAIN から何か新しいものが発信 

できたらいいなと思います。 

暑い中、働いている女性も男性に負けずドリル等の工具

を使いこなし仕事をしていて感心しました。今回の取材で

就労継続支援Ａ型事業所を知ることで、就労継続支援 B型

事業所との違いがよく分かりました。（広報委員長 栗野） 

取材を終えて 



バス内にてビンゴゲーム開催★ 貸し切りでバイキングを堪能！ 

おやすみタイム！ 

ほし

かっこいい～ 

モモイロペリカン 

～参加者の声～ 

＊水族館ニフレルはかわいい魚がたくさんいて楽しかった。 

＊最高の思い出ができたので楽しかったです。ビンゴゲームもカラオケもいっぱい 

できてうれしかったです。また行きたいです。またバイキングしたいです。 

６月 25 日（日）毎年恒例、育成会バス旅行に行って来ました。今年は総勢 92 名の会員と、

EXPOCITY 内のホテルでランチバイキング、そして話題のスポットでもある新感覚水族

館”NIFREL(ニフレル)”にて生き物との触れ合いや鑑賞を楽しみました。今年のバス旅行は初の6

月開催となり、天候も心配されましたがなんとか持ちこたえ、皆さん一人一人の笑顔を見ることがで

きました。 

ワクワク♪ 

ほし

おなかペコペコ～ 

たくさん食べなくちゃ 

魚を発見！ 



7月 2日（日）、育成会本部中庭にてバーベキュー大会を開催しました。今年は総勢78名の参加！真

夏並みの暑さとなりましたが、暑さに負けることなくみんなでバーベキューを楽しみ、美味しいお肉や

夏野菜を堪能しました。来年の開催も楽しみですね！ 

8月 20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、総勢57名が参加しま

した。見事1位を獲得したのは、奥村和彦さんチーム(飛距離36.0ｍ)でした。今年も夏の暑さを吹き飛

ばすような白熱した大会となりました！ 

たくさん切るぞ～ 

待ちきれない！！

ＢＢＱワクワク！ 

「面倒くさいなあ・・・。」当日の朝そんな気持ちで家を

出た。早めに出たので一番乗りと思いきや、もうお米を研い

でくれている方が！すぐ後から沢山の野菜を持って来てく

れた方、暑い中、途中までお肉を取りに行かれた方、皆が困

らないようにと考えてお皿やコップなど用意して買って来

てくれた方。「おはようございまーす。」次々にみえるお母様

方は快く手際よくお手伝いして下さり、利用者さん達も頼

もしく、野菜を切ったり椅子を運んだり。汗だくで熱い鉄板

相手にどんどん焼いて笑顔で皆に配ってくれるその顔を見

つつ利用者さんの顔を見渡してみると笑顔！笑顔！参加し

て良かった。終わった時には面倒臭くなくて楽しかった。来

年はもっとお手伝い頑張るぞと明るい気持ちになれた熱

く、分厚い一日となった。 高橋支部副支部長 三笠よし子 

オリジナル紙ヒコーキの制作 賞品にワクワクドキドキ☆ 親子で大盛り上がり 



 今年も熱い夏がやってきましたね。前

朝日ヶ丘作業所が開所以来、息子は今ジ

ョイナスつかさに毎日暑い日も寒い日

も、雨の降る日はカッパを着て自転車で

通って居ます。私は今年、広報委員とし

て活動することになり、印刷から配布ま

で多くの人の手助けがある事を実感しま

した。一年間良い経験ができればと思い

ます。（宮本） 

花火大会に招待してくださり、ありがとうござ

いました。あんなに近くで花火を見たのは初めて

で感動しました。ありがとうございました。 

猿投支部 槌田 真帆 

花火大会の日が待ち遠しくてその日まで

毎日楽しみにして当日を迎えました。本当

に楽しい花火大会で思い出になりました。 

中央支部 福田 直也 

今年も花火大会に行けることになり本当

にうれしかったです。来年は50年目にな

るそうですが、いつまでも続けてほしいと

思いました。        猿投支部 成瀬 和明 

花火の凄さに感動しました。今年も招待

席で眺めもよく花火がきれいに見れて楽し

かったです。来年も行けたら行きたいと思

います。           猿投支部 塚田 宏行 

平成 29 年度第 1回評議員会、第 2回理事会開催 

 6 月 10 日(土)評議員会、理事会を開催しました。評議員会

では、①理事・監事の選任 ②平成 28 年度事業報告 ③平成

28 年度決算報告 ④社会福祉充実計画について可決承認され

ました。また、理事会では、①理事長及び常務理事の選定 ②

部会長等の選定 ③評議員会の招集について可決承認されま

した。 

平成29年 7月 30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。今回も多

数の応募があり、抽選の結果、9 組 21 名の皆さんが色鮮やかな大迫力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。 

音楽祭「Piece」は、ハンディキャップの有無や老若男女を問わず、音楽を通して地域で交流

を深めるイベントです。今年は総勢９組の出演に加え、スペシャルゲストとして若手金管楽器演

奏家5名の皆さんをお迎えします。沢山の方のご来場を心よりお待ちしております 

日  時：平成２９年10月 29日（日）12：30開場 13：00開演 

場  所：豊田市福祉センターホール（豊田市錦町1-1-1 豊田警察署西） 

入場料：無料 

ゲスト：金管楽器演奏家「かるくらクインテット」 
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