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豊田市育成会広報自主事業部会長に就任して 

本年6月に豊田市育成会広報自主事業部会長に就任した理事の平手正人です。当法人は地域の皆 

様と一緒になって活動し、「安心してすごせる」地域づくり、場づくりを目指しています。そのため

には少しでも多く豊田市育成会について知っていただくことが必要であり、この「育成会だより」

は「ホームページ」とともに情報発信のための大切な２大ツールであると認識しています。 

当法人の交流事業では、会員相互の親睦を図り絆を深める事業と、地域の皆様と交流を深め、一

緒になって楽しむイベントの２種類を開催しています。10月 29日に豊田市福祉センターで開催し

た音楽祭Piece vol.9 は、市民の皆様と交流を深め一緒に楽しむイベントで、台風２２号の影響もあ

り、あいにくの雨模様の天気でしたが、多くの市民の皆さんや会員が参加して、楽しく過ごすこと

が出来ました。ことに、フィナーレではゲストの皆さんが演奏し、出演者及び来場者全員が一緒に

なって「世界に一つだけの花」を合唱して、感動いっぱいの音楽祭となりました。 

今後とも、当法人の目指す姿「安心してすごせる」「夢や願いがかなう」「笑顔が絶えない」地域

づくりに、市民の皆様のお力添えを賜りながら前進してまいりたいと存じますのでよろしくお願い

申し上げます。 

社会福祉法人豊田市育成会

理事 平手 正人 



豊田市育成会には、企業へ就職するための訓練を行う就労移行支援事業所(１ヶ所)と、生産活動や知識及び

能力の向上のために必要な訓練と、地域交流や社会貢献を行う就労継続支援Ｂ型事業所(５ヶ所)が豊田市内

に点在しています。豊田市育成会のジョイナスでは、利用者さんが事業所のほかに皆さんの身近な場所で、

幅広いジャンルのお仕事をしています。今回は『働く』をテーマに、豊田市育成会の『はたらく場ジョイナ

ス』をご紹介します 

地域で暮らすシリーズ 

施設内で行っている仕事は、自動車部品の組み付け、自動車の 

シート縫製、家具の解体、自主製品の制作(アクリルモップ・移動 

ポケット等)を、利用者さんの強みを発揮できる仕事に分かれ行 

っています。施設外就労では、豊田市福祉センターと江戸屋クリ 

ーニングで作業しています。豊田市福祉センターでは、3階・4 

階の会議室や廊下、トイレの清掃作業を全て行い、江戸屋クリーニングでは、乾燥後の洗濯物をたたむ作業

や、サイズや色で分けてハンガーにかける等を担当業務として行っています。施設内外ともに利用者さんは

新しく出来ることを増やしたいと高い意識をもって取り組まれているため、どの仕事においても開始当初よ

り皆さん大きく成長しています。（就労生活支援員 吉田崇将） 

ジョイナスさかえ・西山公園グループでは１年を通して色々 

な仕事をしています。事業所内では自動車部品の箱を折る仕事 

や、お店で販売される商品の袋詰めの仕事、その他にパルクと 

よたや西山公園の清掃など色々な仕事をそれぞれの利用者さん 

が得意なところを生かしながら行っています。また、季節ごとのイ 

ベントで販売する花の苗やゴキブリ団子などの自主製品作りや、色々な 

野菜やお米を作る農業も利用者さんみんなで頑張っています。 

平成２９年４月には新しく利用者さんの家となる『グループホームひらしばの家』もオープンし、入居し

ている利用者さんは仲間と一緒に楽しく共同生活をしながら毎日の仕事に通っています。毎日、利用者さ

んはみんなで協力しながら一生懸命に取り組んでいます。ぜひ一度、頑張っている利用者さんに会いにジ

ョイナスさかえに足を運んでみてくださいね！（就労生活支援員 田中利也） 

ジョイナスふれあい・鞍ヶ池公園グループでは、いろいろなお 

仕事をしています。ビスの袋入れ、箱折り、鞍ヶ池公園の清掃、 

自主製品です。自主製品では、着物を細く切って糸にして織る「裂 

き織り」をがんばっています。裂き織りは、着物を洗ってから、 

丁寧にほどいてバラバラにしてアイロンをかけ、ハサミで１ｃｍ 

幅に切って糸を作るところからやっています。きれいな色の糸で 

織った布を織り機から外す時は、みんなに「できました！」と見せます。みんなは「おめでとう！」と笑顔で拍

手をしてくれます。今年の１月から、新しくお仕事が増えました。お弁当を作っている会社に毎日通ってお仕事

をしています。お弁当箱を洗う場所で、社員の皆さんと一緒に働いています。みんな、いろいろなことに挑戦し

て、できるお仕事を増やしてがんばっています。（就労生活支援員 大内登紀子） 



「○○に段ボールを取りに行ってきま～す！」 

施設外の作業に出かける時、利用者さんは大きな声で元気良

く                  くヤル気満々で出掛けていきます。資源回収はジョイナスた 

かおかの大きな売上収入の一つで、法人内の協力だけではな 

く、各企業やお花屋さんなど地域からのご協力もいただき回収 

量も大きく伸びてきました。また、事業所内で行う作業内容は以 

前に比べ大きく変化し、新しい作業も増えました。そのため、利用

者さんたちの表情にも変化が現れ、生き生きと作業を進めています。また、毘森公園ではジョイナスた

かおかグループの利用者さんが公園内の清掃業務を行っています。現在は木々から落ちる枯れ葉を掃き

集めてきれいにしています。公園を利用されるお客さんから「いつもきれいにしてもらい、利用するの

に気持ちがいいですよ。」と声をかけてもらうこともあります。この言葉が利用者さんにとって一番嬉し

いことであり，作業を頑張る力の源になっています。（サービス管理責任者 井原 俊） 

「おはようございます！」 

利用者さんの元気な挨拶でジョイナスえかくの一日が始まりま 

す。ジョイナスえかくの仕事は企業からの請負の内職、自主製品 

制作の仕事があり、利用者さん21名が様々な仕事に関わってい 

ます。なかでも自主製品の『EMぼかし』は利用者さん全員が関 

わることの出来る作業です。まず、ぼかしを作り、ぼかしを乾燥 

してから袋詰め作業と時間をかけ、沢山の利用者さんの手により製品となっています。その他にジョイナ

スえかくを地域の皆さんに知っていただくために、地域の一員としてバザー出店、地域のごみ拾いや立哨

活動なども積極的に行っています。（就労生活支援員 谷口理美） 

ジョイナスつかさ  〒471-0831 豊田市司町 3-61-1 ℡77-5611 

    自主製品：アクリルたわし・鍋敷き・クッション・手提げ袋等の布製品 

ジョイナスさかえ  〒471-0066 豊田市栄町 1-1 ℡33-8825

   自主製品：レースたわし・おそーじあきちゃん・さかえの梅干し等 

ジョイナスふれあい 〒471-0027 豊田市喜多町 6-61-1 ℡35-6084 

   自主製品：裂き織り製品（スマホケース・眼鏡ケース・壁掛け・手提げバック等） 

ジョイナスえかく  〒470-1205 豊田市永覚町中山畑 39 ℡21-6141 

   自主製品：ＥＭぼかし・ＥＭ活性液・ＥＭエコせっけん・ガーゼマスク 

ジョイナスたかおか 〒473-0917 豊田市若林西町西山 18-2 ℡52-3410 

   自主製品：フェルト製品（携帯ストラップ・マスコット・キーホルダー等） 

ジョイナスでは、今回ご紹介した『裂き織り製品』や地球に優しい『EM ぼかし』の他にも、

『EM エコ石鹸』や『手提げバック』等の布製品、純羊毛を使用したのフェルト製品等、さまざ

まな自主製品を販売しています。詳しくは各ジョイナス事業所または豊田市育成会ＨＰをご覧

くださいね！ 

ご存知ですか？ジョイナスの自主製品！ 



平成29年10月7日(土)猿投コミュニティセンターにて『平成29年度 楽楽運動会』を開催しました。今

年も㈱COPAINの参加があり、多くのご来賓の皆さまをお迎えしました。天候が心配される中での開催でした

が総勢 330 名の参加で、大盛り上がりの運動会となりました。ご協力いただきました皆さまありがとうござ

いました！ 

おいでんまつりのテーマソングをはじめ、映画主題歌、CMソングなど、各事業所オリジナリティ溢れる応援

合戦の披露をしました。日頃の練習の成果を発揮することができました。来年もよろしくお願いします！ 

来賓さんと一緒にレッツエクササイズ★ 

たくさんいれるぞ～！ 

じゃんけんは 
誰にも負けない！ 



第10回目の会員リレーは、中央支部の梅村さんです。鉄道好きな梅村さんの夢や 

願いとは・・・？ 次回は中央支部の西水流さんへバトンタッチ！お楽しみに～♪ 

●育成会の動向（平成 29 年 9 月～11 月） 

☆★☆ 会員リレー ～わたしの安心・夢・笑顔～ ☆★☆彡

企画委員会 
平成29年 9月 10日(日)つかさ本部多目的室にて、『育成会を知

ろう！研修会』を行いました。今回の研修会は、今年度入会した新

規会員を主な対象者として、育成会の理念や仕組み、役割や良さを

よく理解していただくために企画委員会が中心となり、各支部の正

副支部長の協力のもと開催しました。 

研修会では、企画委員から育成会の理念や仕組み、育成会の礎と 

なる『親の会の活動』の説明があり、後半はお茶を飲みながら支部 

ごとのグループに分かれ、自由に意見交換しました。各グループでは「支部長になるとどんなことをす

るの？」「各種委員会には毎月何回ぐらい出席するの？」「支部会ってどんなことをしているの？」等、

疑問に思っていた事などいろんな意見があがりました。 

育成会への入会動機は「ジョイナスを利用したいから･･･」や 

「知り合いがいたから･･･」「いろんな情報が欲しいから」等、人 

それぞれです。「育成会は役割があってタイヘン！」なんて声も 

なかにはあります。会員による『親の会の活動』は、障がいのあ 

る子(人)の幸せを願い、地域と連携して〝一人が皆のために、皆

が一人のために″の精神で様々な活動を通し今日まで続いてい

ます。今回の『育成会を知ろう！研修会』では、会員同士理解を

深める 1日となりました。

24歳の息子の影響で、私も鉄道が好きです。息子と大井川鐡道に行って

ＳＬトーマスに乗車したり、新幹線で京都鉄道博物館に行くことを楽しみに

しています。梅坪駅から名古屋駅に行く時、障がい者割引で切符を購入する

には、インターフォンで豊田市駅の駅員さんに手帳の確認をして切符を買わ

なければいけません。各鉄道会社によって切符の買い方が違います。健常者

のようにマナカやスイカだけで、改札できるようになると助かります。息子

がひとりでも楽しくお出掛けができるような制度にしてほしいです。それが

私の夢・願いです。 



平成29年 10月 29日（日）に豊田市福祉センターにて音楽祭「Piece」VOL.9 が開催されました。
今年は出演者10組に加え、スペシャルゲストとして金管楽器演奏家「かるくらクインテット」さん
をお迎えしました。台風の接近にも関わらず、参加者481名と大盛況の音楽祭となりました。ご来場
いただきました皆さま、ありがとうございました。

今年は出演者による夢のコラボレーション♪
育成会２グループのバックバンドとして豊田市役所音
楽部シャルマンブラスの皆さまに演奏して頂きました。

プロの演奏に乗せて『世界に一つだけの花』
を来場者と出演者全員で大合唱★ 



動物カスタネット 

後援 豊田市・豊田市教育委員会・豊田市社会福祉協議会・豊田市文化振興財団
協賛 ひまわりネットワーク㈱・ロッキン刈谷・ロッキン豊田店

今年も企画委員会による、育成会の活動紹
介や、賛助会員募集活動を行いました。 

ホール前では交流コーナーを設け、
来場者と一緒に楽器作りやゲームを
通し交流を深めました。

育成会をはじめ、市内の福祉施設
による自主製品を販売しました。 

キャリーマロとOTKさんによる恋ダンスはじめ、多く
の盛り上げダンスメドレーで来場者と楽しく交流しまし
た。また幕間では、マロさんによるフィナーレ曲「世界に
一つだけの花」の振り付け練習を行いました 

出演者の皆さま 

●豊田市育成会 
ふれあいＪ・Ｊ合唱団 

●ありのまま合唱団 
●豊田市役所音楽部 

シャルマンブラス 
●キャリーマロと OTK 
●ＫＯＵ 
●第二ひまわり 

ひまわりバンド 
●マンドリンアンサンブル 

けやき 
●オンリーワン 

ゴスペルクワイヤーズ 
●Sol Radiante 
●コールメイプル 

以上 10 組（出演順） 

手作りお菓子 
＜オンリーワン＞ 

羊毛ストラップ 
＜ジョイナスたかおか＞

かるくらクインテットさんの演奏で大合唱！ 



 碧海信用金庫豊田支店
 あいち豊田農業協同組合

佐合美豆枝
清水紀子
谷口理美
兵藤良一

益富でんでこ
太鼓

成瀬　繁

佐伯　誠
澤邉久子
下川友美
白水雅子
菅原遼子
鈴木鋭治

黒川傳八
黒柳晴美

兼子 彦
小嶋忠光
小林富貴子
近藤武福

山内洋子
山田さちこ

鷲津裕子
田中礼子

加藤朝子
小野田しづ江

榎本辰夫
柄本美枝
及川順子

長野裕子
那須静枝

西之原良文
野島昭彦

榎木　繁

加藤五十鈴
加藤　修
河合三子
川崎啓子
木村房香

吉田育実

太田洋一
本庄恵子

松尾伊和子
松村文夫

三谷裕保
森　克憲
森田真昭

橋本悠起子
野々山智子

藤井　樹
藤田欽也
藤本君代
本多久月

杉坂幸代

法人賛助会員様ご芳名
（敬称略・順不同）

法人名

小林保季

青山千慧

鈴木佳子
鈴木順子
須藤信子

千駄建夫
高木昭美

天野真由美
有我ノブ子
　庵サク子
池田　修
伊藤一廣

稲石　俊
稲垣　正

岩井鏡子

臼田吾朗
ウネベ建設㈱

森田千洋

宇都宮勝洋

松原志保

森　裕子

篠田紗希
松沢陽子
永峯文子
宇野由紀子
杉田智子

坂本亮仁

吉田崇将

高木真由美
藤城ひろみ
佐藤　守
今泉　豊

古井鎭信
今井伸和
澤邉美奈子
宜野座有紗
高橋絢美

個人賛助会員様ご芳名
（敬称略・順不同）

氏名

小野田普己子

稲石　涼

澤田　彩

深見玲子

魚澄主枝

高木　高

正木昭久
正木義則

森田　勝

多田直弘
田原悦史郎
都築千枝子
角田美恵子

太田武彦
大塚　茂

伊藤美樹
大内登紀子
金子貴哉
吉田さゆり
金森絵美

長谷川力也
兵藤信之

 トヨタ自動車労働組合
 碧海観光サービス㈱
 大豊岐阜㈱
 ㈱キョウドー
 豊田信用金庫下市場支店
 ㈱篠田商会
 ㈲伊豫田包装店
 ㈱遊都
 ㈱モダン装美

 近藤法政事務所
 ㈱加藤製作所
 ㈱北川製作所
 ㈲コシヒカリ食品
 ㈱山田商店
 ㈲シーテック
 えぷろんフーズ㈱
 ㈲アイクル

豊田市肢体
不自由児者
父母の会

 トヨタすまいるライフ㈱

松浦義治

大塚　武
大西　豊
大羽文美
岡田　豊

岡本貞之
小野修市

鈴木喜美子

平成29年度第 3回理事会、第 2回評議員会開催

9月 22 日(金)第 3回理事会を開催しました。議案は①
給与規程の一部改正 ②平成 29 年度 9 月補正予算 ③評
議員会の招集について可決承認。また、9月 30 日(土)第
2回評議員会を開催し、①給与規程の一部改正 ②平成29
年度補正予算について可決承認されました。給与規程の
一部改正は調整手当を創設し平成 30 年 4 月 1 日より施
行されます。 

日時：平成 29年 12 月 10 日（日） 
   受付 9時 30分 開会 10時～ 閉会 13時 00分 
場所：西部コミュニティセンター多目的ホール 
   豊田市本新町 7-48-6 
定員：400名 
   当日、先着順でお菓子券(400 名)と抽選券

(200 名)を配布します。 
参加費：無料 
※当日は床に直接座ります。座布団やひざ掛け
等、必要な方はご持参ください。 

ふれあい交流会は障害者週間(12 月 3 日～9日)にちなみ、障がい者の福祉につい
ての関心と理解を深めるために、毎年 12 月に行っているイベントです。ふれあい
交流会クリスマス会では、ゲームやアトラクション、大抽選会(先着順)等、地域の
皆さんと楽しみ、交流を深めます。皆さんのご参加お待ちしております。 

我が家は豊田市育成会に親子共々いつもお世

話になっています。少しでもお手伝いをと思い広

報委員として活動に参加することになりました。 

また、毎号多くの会員さんにもお手伝いをして

いただいています。本当に感謝です。これからも

皆で笑顔いっぱい、夢いっぱいの広報にしていき

たいです。一年間良い経験ができればと思いま

す。（大川） 


