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一人が皆のために皆が一人のために 
会員制の社会福祉法人を設立して今年で１０年目を迎えます。 
私達が目指すものは、「安心、夢、笑顔」の持てる地域づくり、場づくりです。そして、本人や家族の「地

域でのあたり前の暮らし」を支える思いは不変です。 
今年７月に市内和会町長田地内にオープンする(仮称)南部一次救急診療所等複合施設内に就労支

援施設ジョイナスえかく従たる事業所を開設し、法人初の喫茶事業や施設内清掃事業を開始します。 
ここを拠点に地域の皆さんの多世代交流の場になればと思っています。ご利用をお待ちしています。 
障がいのある皆さんの魅力あるお仕事環境や支援環境の整備には終わりはありません。私達、育成会

が１０年間積み上げてきた、日頃の支援や活動の実績や魅力をＰＲする等、皆さんに喜んでいただけるた
めの自立支援や広報活動を始め、地域交流に力を入れてまいりたいと思います。 
記念誌の発行、記念総会の実施等１０年を機に、未来に向けて、引き続き、「一人が皆のために皆が一

人のために」の心意気で誰もが住みよい地域づくり場づくりを進めてまいります。今後とも、地域の皆様
のご理解とご協力を宜しくお願いします。 

社会福祉法人豊田市育成会 
常務理事 古井鎭信   

令和元年度ふれあい交流会のようす



豊田市育成会では、２０２０年８月にジョイナスえかく従たる事業所
（仮称：ジョイナスかずえ）として、豊田市和会町に喫茶店『cafe 
Mikke』 をオープンします。（仮称：南部一次救急診療所内、複合
施設内就労施設内）現在は、メニューの開発や備品の整備などを進
めている段階です。今回は、喫茶事業担当職員の都築沙織さんに開
設に向けての進捗や職員としての想いについてお話を聞きました。 

就労継続支援Ｂ型事業所 

ジョイナスえかく 主任 都築沙織氏 

福祉事業 障がい者の「働く」を応援

はたらく 

ジョイナス 

2020 年 8月 OPEN  向     進行中  ！

所 在 地 愛知県豊田市和会町
事業形態 就労支援継続 型 
定  員 名（隣接施設委託清掃を含む） 
利 用 日 ： ：
店舗営業
休  日 土日祝、年末年始休暇、 

その他年間カレンダー 
仕事内容 配膳、お皿洗い、接客、盛り付け等・

隣接施設清掃 
お問合せ ジョイナスえかく  

） 

カ フ ェ ミ ッ ケ の 進 捗 に つ い て 教 え て く だ さ い ！  

ジョイナスえかくでは、従たる事業所として、
来年度の８月に『cafe Mikke』が南消防署の

南奥にオープンする予定です。建物の外観は殆

ど形ができており、その前を通るたび利用者さ

んには、「あそこにみっけ
' ' '

ができるんだよ！」と話

をしています。「喫茶店いつできる？」「喫茶店で

働く？」と利用者さんも少しずつ喫茶店で働くこ

とを意識し始めるようになってきています。すで

に家具や厨房機器の選定が終わり、食器やユ

ニフォーム、お店に置く絵本やおもちゃ、ロゴや

看板について、職員で分担をして決めている最

中です。衛生面の手洗い指導や、接客の練習の

進め方も話し合いながら進めています。 

窓から差し込む光と田園ビューは心が癒されそ

うですね。仕上がりが楽しみです＾＾ 

【カフェミッケ外観工事のようす】 【施設概要】 

cafe



●育成会の動向(令和元年12月～令和2年２月）

12月  １日（日）育成会だより№35発行
12月  8日（日）ふれあい交流会　クリスマス会
　　　　　　　　　　　　   参加者391名（西部コミュニティーセンター）
12月14日（土）第7回経営会議
　　　　　　　　　　　　　 ＜議題＞12月提出議案／施設整備計画／職員採用
12月2１日（土）〇第４回理事会
　　　　　　　　　　　　　＜議題＞
　　　　　　　　　　　　　  評議員選任候補の推薦／職員給与の一部改正
　　　　　　         　　 令和元年度12月補正予算／評議員会の招集
　　　　　　　　　　　　　　〇第3回評議員会
　　　　　　　　　　　　　＜議題＞
　　　　　　　　　　　　　　 給与規程の一部改正／令和元年度12月補正予算
１2月27日（土）仕事納め式

1１月17日（火）仕事始め式
1１月19日（日）新成人のつどい
　　　　　　　　　　　　　　新成人2名　参加者89名（西部コミュニティーセンター）
１２月１７日（火）評議員選任・解任委員会
　　　　　　　　　　　　　　＜議題＞評議員の選任
１２月15日（土）〇第８回経営会議
　　　　　　　　　　　　　　＜議題＞1０周年記念式典および記念誌校正
　　　　　　　　　　　　　　〇令和２年度職員採用試験
　　　　　　　　　　　　　（正規職員・特別任用職員）
１２月１９日（水）グループホームひらしばの家実地指導
12月22日（土）第３回就労支援施設等運営委員会
　　　　　　　　　　　　　　＜議題＞令和２年度事業計画策定
12月２９日（土）令和元年度青年学級閉講式

まざる つながる はっけん 

cafe

社会福祉法人豊田市育成会 

ジョイナスえかく製品の納品などで、年々外に出る機会とと
もに、地域の方と交流は増えてきましたが、働く姿を見てもらう機

会はほとんどありません。私の願いは、喫茶店を通してお客さん

と一緒に体験をしたり、本当の意味での地域交流や多世代の

交流を深めたりして、福祉への理解につなげることです。きっと

いつも変わらない笑顔と元気をお客さんにもお届けできると信

じています。 どんな時でも、いろいろな人と＜まざる＞ことで、そ

こから＜つながり＞ができて、新たな可能性を＜はっけん＞でき

る！！それが私たちの喫茶店『cafe Mikke』です。 初めてのこ

とで何をどうやっていいか分からない状態から始まり、やること

は山積み状態、迷うことばかりです。それでも２０２０年東京オリ

ンピック・パラリンピックが始まる頃にオープンできていることを

想像しながら、職員一丸となって進んでいきたいと思います！！ 

喫 茶 事 業 ス タ ー ト に 向 け て 意 気 込 み を お 願 い し ま す ！  

障がい者の「働く」を応援 福祉事業

カフェでのお仕事は、準備・調理・盛り付
け・接客がメインです。調理では野菜洗い、接
客ではお客さんの前に出て注文を取ったり運
んだりと、お仕事の種類はさまざまです。その
他にも、施設内・外でのお掃除も行います。 
今まで見られなかった、本人の新しい可能
性が広がる場ともいえるかもしれません。 

豊田市育成会では利用者さんへのきめ細かな 
サポートとともに、やってみたいを応援します！ 
初めから完璧な人はいません。(仮称)ジョイナス
かずえの仲間と一緒に新しい一歩を踏み出して 
みませんか？ 

≪詳しくはジョイナスえかく(21-6141)まで≫ 



シリーズ健康と老い 

昨年よりスタートした健康と老いシリーズ。会員の皆さんからも、広報活動を通して将来に対する意識

が高まったとの声もありました。今回は「親自身の将来について考える」をサブテーマに掲げ、委員全員

でエンディングノート作成に挑戦してみました。

作成にあたり、豊田市成年後見支援センター中本氏

にご協力いただき、エンディングノートの作成のプロセス

についてご教示いただきました。 

豊田市成年後見支援センターさん（豊田市福祉セン

ター2階）では、成年後見制度に関する相談をお受けし、

弁護士や司法書士、福祉関係機関と連携しながら支援

をされています。お困りごとのある方は相談窓口へ足を

運んでみてはいかがでしょうか。

皆さん、エンディングノートにどのような印象を持っていますか。「亡くな

るまでの準備」「年配者が必要とするもの」「そもそも聞いたことがない」

など、エンディングノートに対する印象は人によってさまざまです。ここで、

皆さんにお伝えしたいことがあります。エンディングノートは「今を見つめ直

し、自分を整理する記録」であり、ネガティブなものではないということで

す。日頃は毎日の生活に追われて、自分を顧みる時間なんて・・・と思われ

る方もいることでしょう。難しく考える必要はありません。少し立ち止まり、エ

ンディングノートを使って“自分”について振り返ってみましょう。 

〇私のこと 
 …趣味・特技・好きな色・日課 
〇健康状態 
 …かかりつけの病院、お薬、アレルギー 
〇病気について 
 …延命治療、最期の時を過ごす場所 
〇介護について 
 …お願いしたい人、場所、費用 

〇葬儀について 
 …形式、場所、規模、遺影、費用 
〇渡したいもの～形見分け～ 
〇預貯金等の資産 
〇借入金・保険 
〇もしもの連絡リスト 
〇大切な人へのメッセージなど 

(参考)豊田市 わたしのノート 

勉強会のようす（福祉センターにて） 

自分について書くことが、こんな
に沢山あるんだ！！



事故や急病など親の万が一に備えて、ご本人への適切な支援を継続するための情報を、残された家族
や関係者へ向けて書き留めておくことが重要です。親亡き後の不安をやわらげ、子どものために何をしてあ
げようかと前向きに考えるきっかけにもなるでしょう。自分の将来に併せて、本人の将来についても記録を残
してみませんか。 

病気の有無など健康状態に関わることや、葬儀に関することは書いておくべ
きだと感じました。ただ、お金にまつわることは、書くのに躊躇しました・・・。また、
家族で話し合わないと決められない部分も多かったです。余計なトラブルを避
けるためにも、保管場所等についても話し合っておこうと思います。

人生どうなるか分からないのに自分について書くって難しかったです。介護が必
要となれば状況も変わってきてしまいますし・・・。

エンディングノートと聞くと高齢者を連想しますが、年齢は関係なく若い人
にでも必要なツールと感じました。いつなにが突然起こるか分からないからこ
そ、備えが大切。若い人にも浸透していけばいいと思いました。

すぐには書けない部分も多く、空欄になってしまった部分もありましたが、書き始
めると、意外に自分の希望があれこれ思いつきました。あくまでも希望ですが・・・
(笑)実際に書いてみて、定期的な見直し・更新ができるといいなと思いました。その
時々の想いを残していきたいです。

本シリーズ作成をきっかけに、エンディングノートの存在を知りました。今まで
は、成年後見制度など将来について考える講演会も参加はしていましたが、実
感が湧いていませんでした。こうやって改めて考えてみると他人事ではありませ
んね。関われてよかったです。

自分ひとりの問題ではないことを実感しました。家族はもちろん、地域との繋が
りも大切です。今後も積極的に、地域活動に参加していきたいです。 

今まで、このような悩みをどこに相談するのかも分かっていませんでした。市
内に気軽に相談できる場所があるのは安心感に繋がりました。 

エンディングノートについてお分かりいただけましたか。準備は早いに越したことはありませ
ん。自分は関係ないと思っている方にこそ取り組んでもらいたいです。自分の人生を振り返ると
ともに家族と新たな人生設計をして、豊かな人生を歩んでいきませんか。 

番外編



令和元年１２月８日(日)西部コミュニティセンターにて、ふれあい交流会「ク 
リスマス会」を開催しました。毎年、障害者週間(１２月 3日～12 月 9日)に因み、地域の皆さま
との交流を目的として開催しています。今年も逢妻中学生や高校生ボランティア、中京大生ボラ
ンティア、そして豊田法人会七州支部の皆さまのご協力のもと行うことができました。会場には小
さなお子さまからご高齢の方まで幅広い年代の皆さまに楽しんでいただくことができました。 

毎年、豊かな才能溢れる作品たちが勢揃いの障がい者作品

展。今年は豊田市美術館にて開催されました。応募者の力作た

ちが並ぶ中、育成会からも１８点の作品を応募。その結果、５組

の方々が入賞されました。おめでとうございます。 

11/30～12/8 豊田市障  者作品展  加

公益事業 福祉のことを、もっと身近に

ふ☆れ☆あ☆い☆交☆流☆会 

青年学級フラダンス 
お楽しみ抽選会 

サンタさんから 
プレゼント 



１月１９日(日)西部コミュニティセンター多目的ホールにて、新成人のつどい 

を開催しました。今回、豊田市育成会からは 2名の新成人が大人の仲間入りをし 

ました。当日は、多くの来賓や関係者が見守る中、式典が行われました。式典では、新成人から

これまでお世話になった皆さまへの謝辞と、これからの決意や抱負を力強く述べられました。式

典後のパーティ－では、中央支部と高岡支部の皆さんが準備した美味しいお料理を囲みなが

ら、恩師や家族と和やかに楽しい時間を過ごしました。 

会員リレー ・夢・ 第 回

趣味という程ではないですが、３年くらい前、友人に「焼絵教室を開

いたからやってみない？」と誘われ、月に２～３回半年間でしたが習っ

てみました。ハガキ大くらいの板に、ペン先のように細い鉄の棒がつい

た道具（電気で暑くなるもの）で、点描のように点々と焼き色をつけて

絵を描いていくものです。細かい作業で目や肩が疲れますが出来上

がると嬉しいものです。終わると先生の淹れてくれるコーヒーやお茶を

飲みながら皆でおしゃべり。普段とは違った時間を過ごせて心がホッコ

リ、楽しいひとときでした。娘の友里は今回はじめて青年学級のフラダ

ンスに参加でき、ダンスを習って人前で踊りたいという夢が、クリスマス

の発表会で叶いました。ちょっぴり自分に自信がついたようです。 

福祉のことを、もっと身近に 公益事業

親子ともども 
チャレンジ！ 

ありのまま合唱団は 
コーラスで祝福

式典 ～輝かしい未来へ～ 

パーティーでは恩師と歓談 

新成人の門出を祝いお菓子撒き 

誓いのことば 



 ヘルパーさん募集   
育成会ヘルパーステーションでは、知的障がいのある方の外出、居宅での入浴や家事等をサポートしていた

だけるヘルパーさんを大募集中です。 

＊勤務日・時間：月曜日から日曜日の内、午前 8時～午後８時の間の 1時間以上  

例えば、週 1回 1時間からでもＯＫです。ダブルワーク可 

＊時 給：980 円～1200円（会議・研修等の場合は、時給 930円） 

        交通費は別途支給 

＊資 格：介護職員初任者研修、介護福祉士、ガイドヘルパーのいずれか 

豊田市育成会の誓い 

社会福祉法人
豊田市育成会

〒471-0831 愛知県豊田市司町三丁目 61番地の１

TEL.0565-77-5611(代表) FAX.0565-77-3557 

MAIL.t-ikuseikai@hm.aitai.ne.jp 

発行／令和 2年 3月 豊田市育成会広報委員会 

「安心して過ごせる」「夢や願いがかなう」「笑顔が絶えない」

楽しい地域づくり、場づくりをめざします。 

◆令和元年度 第４回理事会・第３回評議員会開催 

令和元年１２月２１日（土）理事会・評議員会を開催しました。議案は①評議員選任候補の推薦（理事会議案）

②職員給与規程の一部改正③令和元年度１２月補正予算④評議員会の招集（理事会議案）について、可決承

認されました。 

まだまだ先だと思っていた２０２０年が、
気づけばもう２ヶ月過ぎました。夏には東
京オリンピックが開催され、日本中が盛り
上がる年になると思います。 
育成会としても多くの行事がありますの

で、たくさんの方にご参加いただき盛り上
げていけたらいいなと思います。（吉田）

----------------------------------------------

◆令和元年度 評議員選任・解任委員会開催 

評議員１名の辞任に伴い、２月７日（金）評議員選任・解任委員会を開催し、後任評議員が選任されました。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

スタッフ大大大募集

  グループホームのスタッフ募集   
  グループホームひらしばの家では、知的障がいのある入居者の方が月曜日から土曜日まで生活をしていま

す。このグループホームで食事の準備やお掃除等の家事支援、生活面でのお手伝いをしていただけるスタッフを

募集しています。 

＊勤務日・時間：月曜日から土曜日の内、午後 3時 30 分～翌午前 9時 

勤務はシフト制です。週 1回～2回程度の勤務になります。 

＊時 給：930 円～（交通費、夜勤手当は別途支給） 

＊特別な資格はいりません。未経験者大歓迎です！ 

お食事は家庭料理程度ができればＯＫです。 

「資格はあるけど経験が無くて・・・。」 

最初はベテランヘルパーさんが同行して

ご指導しますので安心です

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

＊詳しくは事務局( 77-5611)へお問合せください

豊田市育成会よりお知らせ

編集後記


