
新成人つどい写真

コロナ そのあと 
ワクチン接種が始まり、オリンピックの準備が進む中、以前の日常を取り戻せるのだろう

か？とコロナに怯えながらも期待が膨らむ。この 1年余り様々な行動が制限され、長年続けて

いた行事が論議もなく中止された。「継続は力なり」と言うが、中止した行事が果たして今後

再開されるのだろうか？コロナ禍で希薄になった様々な関係の中で、行事や行動を以前のよう

に再開するのはとても気合のいる事である。 

今年度の理事会でも行事や体制について様々論議してきたが、どれも誰かが必要としている

ものであり、会員全員が必要としているものではなかった。活動を再開する中で最も大切なの

は、その活動を行いたいという積極的な個人の行動と強い意思がなければ実現に繋がらない。

私たちの姿勢、ひとりひとりの会員の思いがより問われている。そして今一度なぜ行事が行わ

れるようになったのかを、原点に立ち返り、昔に思いを馳せるべきではないだろうか？ 
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“代替行事”を行いました！ 

J つかさ

11 月 14日(土)に予定していた「楽楽運動会」が、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止となり、各ジョイナスにて代替行事を行いました！ 

J つかさでは、ミニつかさフェスタを開催！ 

保護者の方と一緒につかさファームへ行き、 

大根やさつまいもなどを収穫しました。 

お芋はすぐに焼き芋へ。とっても美味しかったです。 

午後はポップコーンやゲームなどの屋台を開き、 

縁日を楽しみました。 

J さかえ 
西山公園 

J さかえでは、午前中に西山公園にてウォークラリー。 

午後はサン・アビリティーズ豊田体育館で、さかえミニ運

動会を開催！輪投げやパン食い競争など、大いに盛り上

がりました。天気にも恵まれ楽しく想い出に残る 1日とな

りました。 

さかえミニ運動会！

ミニつかさフェスタ！



J たかおか 
毘森公園 

J えかく 
かずえ 

J ふれあい 
みさと 

鞍ヶ池公園

J ふれあい・みさと・鞍ヶ池公園では、「リモート運動会」を開催！ 

リモートでの開催は初の試みでしたが、なかなか会えない他事業所 

の利用者さんと、画面を通じてお話ができ、みなさん嬉しそうでした。 

運動会は、風船リレーや玉入れなどの 4種目行い、白熱した戦いでした。 

盛りだくさんのリモート運動会、いい思い出になりました。 

リモート運動会！

J えかく・かずえでは、オリジナル縁日を開催！ 

午前中は、糸引きやスーパーボールすくいなど、縁日で

盛り上がりました。 

午後は縁日でゲットしたお菓子を食べながら、交流会を

し、えかくとかずえ、それぞれの頑張りを報告しました。 

J たかおか・毘森公園では、避難訓練と交流会を行いました！

避難訓練はこれまでの成果を活かし真剣に。 

交流会は、お菓子を食べながら、自己紹介や皆勤・精勤賞の表

彰を行うなど、楽しい時間を過ごしました。 

避難訓練と交流会！

えかく縁日！



吸い込み 

マスクによって、環境中の 

ウイルスを含んだ飛沫は 

ある程度は捕捉されます。 

また、机、ドアノブ、スイッチなどに付着したウイルスが

手を介して口や鼻に直接触れることを防ぐことから、

ある程度は接触感染を減らすことが期待されます。 

吐き出し 

咳・くしゃみなどの症状 

がある人はもちろん、症 

状が出なくても周囲の人 

に感染を拡大する可能性があります。これによ

る飛沫の飛散を防ぐためにマスクを着用するこ

とが推奨されています。 

WHO(世界保健機関)は、感染が広がっている地域の公共の場でのマスク着用を推奨すると発表しています。 

マスク生活が始まり約1年。感染症対策特集、前回の手洗いうがいに続き、今回はマスクについてご紹介します。 

マスクの役割

布マスクの洗い方

「使い捨てマスク」は、

ウイルスをキャッチす

る性能が低下するた

め、基本的に再利用

はおすすめしません。 

形を整えて干す。

1 2 3標準濃度の衣料用洗剤(使用量の

目安に従って洗剤を水に溶かした

もの)にマスクを10分ひたして押し

洗いし、水道水でためすすぎをした

あと、マスクの水気をきる。 

塩素系漂白剤(購入

から1年以内のものを

使用する)15ｍLを 

水1Lに溶かして、マ

スクを10分ひたす。 

水道水を用い充分にすす

ぐ。(3回以上のためすす

ぎ、または2回以上の流水

ためすすぎ) 

清潔なタオルに挟んで水分を吸

い取る。 
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※注意事項※ 

・炊事用ゴム手袋を使用してください。 

・他の人のマスクと一緒に洗わない。 

・すすぎ水にはウイルスが含まれている可能性

があるため注意して捨てる。 

○ワンポイント情報○ 

・色柄物のマスクには、 

酸素系漂白剤(粉末タイプ)がおすすめ！ 

２ の工程で、塩素系漂白剤の代わりに

酸素系漂白剤をおすすめします。 

効

果

不織布 布マスク ウレタン
吐き出し飛沫量 100% 20% 18-34% 50% 80% 90%

吸い込み飛沫量 100% 30% 55-65% 60-70%

なし
マウス
シールド

小さな飛沫に対しては効果なし

マスク フェイス
シールド

ジョイナスつかさ ジョイナスふれあい

子ども用：￥200 
S サイズ：￥300 
普通サイズ：￥300 

ゆったりマスク：￥500～ 
鼻とあごにも布があり、
息がしやすいです！ 

立体マスク：￥300 
(子供・普通・やや大きめ) 
レース生地もあります！ 

販
売
中

平面マスク：￥200 
(S・M・L・LL) 

さをり織りマスクや
マスクチャームも 
販売しています！ 

ｃafeMikke でも購入できます。 ジョイナスえかくでも 
ガーゼマスクを販売中！ 
(小￥200・大￥300) 



12/4～12/13 豊田市障がい者作品展に出品しました！

ジョイナスつかさ 玉越哲也さんが入賞されました

おめでとうございます！！ 
入賞 

第23回 障がい者作品展 

豊
田
市
議
会
議
長
賞

毎年、豊かな才能溢れる作品たちが勢ぞろいの障がい者作品展。今年は新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、入場は事前予約制になるなど、例年とは違

う雰囲気の中で開催されました。 

 豊田市育成会からは 8つの作品を出品しました！ 

前

進

ジョイナスつかさ 
「心は1つ！コロナに負けない！！」 

田原 俊 
「ヘビの兄弟」 

ジョイナスさかえ・西山公園 
「 いつも ありがとう 」 

ジョイナスふれあい 
「はなばたけ」 

ジョイナスみさと 
「墨・色 遊書」 

ジョイナスふれあい・鞍ヶ池公園 
「おいでん花火2020～光輝く～」 

水谷 優里 
「龍」 

育成会ギャラリーをご紹介♪ 



新成人のつどい 

1月 17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。 

豊田市育成会からは 8名の新成人が大人の仲間入りをしました。今年は、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、式典のみの開催となりましたが、新成人の皆さんの凛とした表情からは、これからの力強い決意

が感じられました。 

新成人の皆さん、おめでとうございます！ 

皆さん、真剣な表情で式典に臨まれていました。 

立ち姿もとても頼もしく見えますね。 

理事長式辞 

代田瑛士さん 

何だかわくわくします。 

村田明斗さん 

つかさファームの仕事

を頑張りたいです。 

八木龍也さん 

お酒がいっぱい

飲めるようになり

たいです。 

鵜飼泰行さん 

これからの仕事 

頑張ります。 

戸田開己さん 

お給料を貯めて、家族で
ディズニーランドに 
行きたいです。 

日下部一路さん 

たかおかでの作業

頑張ります！ 

七森勁志さん 

おじさんたちと 

一緒にビールを 

飲みたいです。 

村井晴哉さん 

趣味を見つけた

いと思います。 



誓いの言葉 

二十歳の灯 

花束贈呈 

これまでの感謝の気持ちを込めて、新成人の皆さん

から保護者の方へ花束をお渡ししました。 

今年も、豊田市育成会「新成人のつどい」は、5 支部(猿投・中央・高岡・上郷・高橋)の正副支部長が中心とな

り、新成人の門出をお祝いしました。ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。 



会員リレー

編集後記 

理事会・評議員会 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、 

令和 2年 12 月 19日(土)理事会、評議員

会は書面決議にて行いました。 

①評議員選任・解任委員候補の推薦について 

②令和2年度12月補正予算について 

評議員会の招集の変更について 

④評議員会の招集について 

以上の議案について可決承認されました。 

今年度は、コロナに始まりコロナに終わ

った一年でした。当たり前にできていたこ

とができなくなったり、感染予防に気を遣

ったり、何かと窮屈な日々ですが、長時間、

マスクができるようになった息子に少し成

長を感じる今日この頃です。 

(高橋支部：冨田) 

育成会の動向 
(令和2年11月～令和3年2月) 

こんにちは。上郷支部の平手正人です。私の趣味 

はアウトドアで、特にキャンプをすることです。 

自然とふれあい、とてもすがすがしい山の空気の中にいるだけで癒されます。

息子と 2人でお決まりのキャンプ場に行き、テントを張り、ごはんを作って食べ、

花火をしたり、星空を眺めていたりなどすると、なんか安心する思いになり、夢を

描け、前向きになり、笑顔になります。 

今はコロナ感染防止の為、外出がなかなか出来ませんが、何か一つ好きなこ

とをすると笑顔になれるので、続けていきたいです。 

いつも笑顔を絶やさない気持ちでいれば、きっといいこともあり、幸せになると

思って頑張っていきます。 

みなさんも、いつも笑顔で夢をあきらめないで頑張っていきましょう。いつも健

康でいるのが一番の幸せです。 

上郷支部 

平手正人さん 

11月1日(日)   育成会だより№38 発行 
職員採用 

11月14日(土)  楽楽運動会代替行事 

12月12日(土)  経営会議 
・理事会・評議員会提出議案 
・福祉啓発事業 他 

12月19日(土)  第3回理事会書面決議 
〈議題〉 
・評議員選任・解任委員候補の推薦 
・令和2年度12月補正予算 
・評議員会の招集の変更 
・評議員会の招集 

第3回評議員会書面決議 
〈議題〉 
・令和2年度12月補正予算 

12月26日(土)   

1月5日(火)      

1月17日(日)    
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