
コロナ禍における育成会に期待する 

この夏は、TOKYO2020+1 オリンピック・パラリンピックが日本中を沸かせた。10 代の活躍が

目立ったオリンピックとは対照的に、パラリンピックは中高年の活躍が目を引いたと新聞報道

で伝えられていた。中でも視覚障害選手のマラソンは感動した。『きずな』と呼ばれるロープで

むすばれた伴走者の「助言」「激励」を受けてゴールへと向かう。それはジョイナスでの利用者

と支援員の日々の活動にも似ている。 

さて、社会福祉法人豊田市育成会の会員も高齢化が進みつつある。そこで、育成会では現状

の会員活動に対して見直しが検討されているが、その中身は子供たちが自立に必要な社会的ス

キルや知識の学びの場所の確保であって欲しい。そして、そこで得た知識と体験を、就労は基

より地域活動や青年学級・クラブ活動に生かして欲しい。現在はコロナ禍で各ジョイナスと地

域とのふれあいの場等が閉ざされストレスが溜まっている。この厳しい時期に改革をいかに前

に進めるか、皆で知恵を出し合いましょう。その道筋は一朝一夕に整えられるものではないか

もしれないが、共に汗を きましょう。これからも知的障がいのある子供を親が安心して支援

を託せる育成会であるために。 

社会福祉法人豊田市育成会   

理事 五十玉 達雄 
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育成会だより
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広報委員＠Cafe Mikke 



ジョイナスかずえ開設 ＆ Cafe Mikke １周年！ 

令和3年7月1日で、ジョイナスかずえ開設とCafe Mikke開店から

1年が経ち、1周年を記念して広報委員でお店の様子を取材しました。 

販売コーナーは？ 働いている方の様子は？ 

・もう少し自主製品の種類や

量を増やして、もっともっと

アピールした方が良いかな

と思いました。 

・お会計の場所が近く、お客

さんの目に付きやすくして

いるのかな。 

・厨房でのお仕事が多いよう

で、配膳の様子をあまり見ら

れなかったのが残念でした。 

入店のしやすさは？ 

・中の様子がよく見えて入り

やすいと思いました。駐車場

も広く、入口にメニューの看

板もありました！ 

店内のレイアウトは？ 

・ゆったりとしていて良かっ

たです。黒板付のスペースが

あり、面白いと感じました。も

う少し緑があるといいかな

～。 

コロナ対策は？ 

・検温と消毒もしっかりしてい

ました。アクリル板のパーテー

ションも設置されており、 

隣の席も近くないので 

安心感がありました。 

店内の様子は？ 

・窓が多く明るく開放的で、畳

もあり小さな子供連れでも入

りやすいと思いました。 

・とてもきれいでオシャレな雰

囲気で素敵だと思いました。 

Cafe Mikke 

営業時間 : 10:00～17：00(ラストオーダー：16：00) 

定 休 日 : 土・日・祝 

住   所 : 豊田市和会町長田8-1 

ミ ッ ケ



【お魚ランチ】 

食べなれているので選びま

した。少しガーリックの味が

しておいしかったです。 

【Mikke ランチ： 

チキンボールのトマト煮】 

お肉が好きなので、ハンバーグ

と迷ってこちらにしました。お

てもとのメッセージはすごく良

いと思いました！ 
【Mikke ランチ：ビビンバ丼】 

家で食べたことがないので、

ビビンバ丼を選びました。副

菜が選べて良いと思いまし

た。 

【Mikke ランチ：お魚フライ】 

魚が好きなので選びました。

カリッとしていて美味しくい

ただきました。副菜が２品選

べたのも驚きました。 

【チキンボールのトマト煮】 

食べたことがなかったので注

文しましたが、おいしかったで

す。お子様メニューや麺類もあ

ると良いかもしれませんね。 

働く利用者さんたちにもお話を伺いました！ 

Cafe Mikke と施設(こども発達センターおひさま・南部休日救

急内科診療所)の清掃で働く利用者さんたちに、この 1年で頑張っ

たことや思い出、これから頑張りたいことを教えていただきました。 

お料理の配膳やコロッケを作

ったりするのが楽しいです！ 

これからも頑張りたいです。

(Ｓさん) 

あいさつを頑張っていま

す。机拭きや食器拭きもし

ています。Mikke でのお

仕事が好きです。(Ｕさん) 

お仕事頑張っています。箸袋

に言葉を書くのが好きです。

お水を出したり、「いらっしゃ

いませ」も練習しています。

(Ｈさん) 

お掃除頑張っています。

モップをしっかり綺麗に

できるようになりたいで

す。(Ｕさん) 

中庭のお掃除が楽し

くて頑張っています。

お遊戯室のモップや

拭き掃除を頑張りた

いです。(Ｋさん) 

いろいろな場所を

お掃除しています。

イスを拭いたりエン

トランスホールのお

掃除もしています。 

(Ｕ さん) 

窓ふきを頑張っていま

す、モップのお掃除が

上手にできるように頑

張ります。 (Ｕ さん) 

モップでお掃除してい

ます。大変だけど、こ

れからも頑張りたい

です。 (Ｈ さん) 

Mikke ランチとは…？ 

7月からスタートした 

選べるランチです！ 

(●＝選べるもの) 

●メインメニュー 

●副菜２つ(４ 種から) 

●ドリンク 

〇日替わりスープ 

〇プチデザート 

メニューについて 



＝感染症対策＝ 

コロナ下でのストレス解消法！ 

まだまだ気の抜けない状況が続きますが、みなさんはどのようにリフレッシュしています

か？育成会では、6月に新たに役員と評議員が就任しました。新しく評議員となられた11

名に、コロナ下でのストレス解消法について伺いました。 

【伊奈広美さん】 

～ストレス解消法～ 

私のコロナ禍でのストレス解消法は、ウォ

ーキングとマスク作りです。風景の移り変わ

りを楽しんで歩き、家では娘の子供達のマス

ク作りをしています。自分達のお気に入りの

マスクをつけた時の笑顔を見るとストレス

も吹き飛びます。コロナで行動制限のある

中、自分で楽しみを見つけて過ごしたいと思

います。 

～ひとこと～ 

至らない点もあるかと思いますが皆様と

協力しあい評議員の仕事を務めさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

【太田枝理子さん】 

～ストレス解消法～ 

 特にこれと決めてやっている事はなくて、

改めて考えてみると YouTube を見ることぐら

いですね。捨てられた子猫を連れ帰って育て

る動画に癒されています。耳をピクピクさせ

ながら不器用にミルクを飲んでいたり、餌の

準備中に待ちきれずに足によじ登ってくる

動画等最高にかわいいです。中毒性を感じま

すね。 

～ひとこと～ 

ついこの間、企画委員会の会議に参加させ

ていただきました。皆さんしっかり活動されて

いるのを実感しました。迷惑にならないように

しつつ、少しずつお役にたてるようになれたら

と思っています。関係者の皆さん、長い目でよ

ろしくお願いいたします。 

【橋本清さん】 

～ストレス解消法～ 

 基本的に外出や外食等あまり好きではな

いので、コロナ禍だからといって特にストレ

スは感じていませんが、趣味の土いじりをし

て楽しんでいます。特に成果が目に見える収

穫や草むしりは達成感を感じることができ

気分のいいものです。物造りなど成果が目に

見えるものはおすすめです。 

～ひとこと～ 

 通常とは違いこのコロナ禍でのスタートでは

ありますが、現状の中でできる最善の活動が

できればいいなと感じています。初めての経

験ではありますが、一つずつ確認しながら頑

張っていきたいと思います。 

【鈴木弓子さん】 

～ストレス解消法～ 

私は 90 代の両親の介護や同居している姑

もおり、人一倍神経質にコロナ対策はしてい

ます。合唱団や営業の仕事は辞めて介護に専

念した為、体重が増加。鏡を見て愕然としま

した。それからは毎朝テレビ体操とスクワッ

トをし、家をきれいにしていると脂肪も埃も

溜まらず一石二鳥、家族からも感謝され三鳥

となり。ストレス解消となっています。 

～ひとこと～ 

支部長さんから、お電話を頂いたとき、評

議員とは何をするのかも知らないまま、即答

してしまいました。後から調べてみると「役

員の行う作業が適切であるか、運営に誤りは

ないか、法人運営の監督する役割を担う」と

いうことらしい。4 年間、そのことを肝に育

成会の今後を見守っていきたいと思います。



【水野直美さん】 

～ストレス解消法～ 

私には、「これ！！」というストレス解消法

はありません。何か趣味を見つけたいなぁ～

と思いつつ、日々の忙しさに追われて、気が

つけば、夢の中です。もしかしたら、寝るの

がストレス解消法なのかも知れないですね。 

～ひとこと～ 

会員みんなでつないできた「育成会」です。

コロナ禍で、色々な制限があるとは思います

が、私でやれることは精一杯行うつもりでお

ります。微力ではありますが、お役に立てれ

ば嬉しいです。 

【岡田陽子さん】 

～ストレス解消法～ 

私の好きなことは“食べること”特に友達

とおしゃべりしながらのランチは、至福のひ

とときです。でも、今はそれができずストレ

スになっていました。そんな時、友達から暑

中見舞の LINE がきて心癒されました。さっそ

く私も育てているひまわりの写真を添えて

送りました。今はラインや電話でコミュニケ

ーションを楽しみ、ストレスを解消していま

す。 

～ひとこと～ 

体力・知力・いろいろなことに衰えを感じ

ていますが、気力と笑顔で頑張っていきたい

と思います。よろしくお願いします。

【黒川傳八さん】 

～ストレス解消法～ 

家が農家であるので、退職後実家の田畑の

作業を行なう事が本職です。ただ実際に体を

動かす事に不慣れであったためにストレス

が多く、仕事も中途半端でありました。しか

し、今は、自分の体調とよく相談しながら、

慌てず、無理せず体を動かしながら、音楽や

ビデオを見たりすることがストレス解消法

だと思っています。 

～ひとこと～ 

評議員とはよく判りませんので、みなさま

の足をひっぱらないようにゆっくりと少し

だけ頑張ろうと思います。 

【光岡順子さん】 

～ストレス解消法～ 

今までと変わらない生活を送ることで、コ

ロナ禍でストレス解消の為に始めたものは

何もありませんが、早起きして家庭菜園の野

菜を収穫し、ラジオ体操をやります。面倒で

すが毎日毎日、三度三度の食事を作って一日

が暮れます。今までもカラオケ・外食は自分

から行くこともなく不便は感じていません。 

～ひとこと～ 

評議員の役割を知って役に立てる 

ようにしたいと思います。 

【小倉豊子さん】 

～ストレス解消法～ 

 これと言って特別なことはしていません

が、テレビを見てツッコミを入れているとス

トレス解消になっているのかもしれません。 

～ひとこと～ 

コロナ禍ではありますが、よろしくお願いい

たします。 

【七森勁志さん】 

～ストレス解消法～ 

家に帰って手洗いをした後や、寝る前など

の時間がある時にゲームをするのが楽しみ

です。難しいけど頑張っています。YouTube で

歌や動画を見たり、歌うことも好きです。コ

ロナが落ち着いたら、カラオケや海に行きた

いです。 

【都築健人さん】 

～ストレス解消法～ 

 地域のコミュニティや 

自治区などに関わっており、生きがいを持っ

て取り組んでいます。コロナ禍だからと言っ

てストレスを感じることはありません。 

～ひとこと～ 

健康な限り地域福祉に尽力したいです。 



豊田市育成会のホームページ！ 

ブログ更新中！ 

それぞれの事業所でブログを更新していま

す。日頃の様子を職員が伝えていきますので、

ぜひご覧ください！ 

豊田市育成会 

ホームページ 

(令和 3年 7月～令和 3年 10 月) 

7 月 1日(木)  ・育成会だより№40 発行 

8 月 1日(日) ・新規職員採用 2名 

9 月 18 日(土) ・第 2回経営会議 

       〈議題〉・福祉啓発事業 

9 月 25 日(土)  ・第 3回理事会(書面決議) 

        〈議題〉 

        ・経理規程細則の一部改正 

・令和 3年度 9月補正予算 

・評議員会の招集の変更 

・評議員会の招集 

・第 2回評議員会(書面決議) 

        〈議題〉 

・経理規程細則の一部改正 

・令和 3年度 9月補正予算 

10 月 30 日(土) ・第 3回経営会議  

        〈議題〉・福祉啓発事業 

豊田市育成会のホームページでは、事業

所の紹介や、支部活動、クラブ活動などの

紹介もしています。 

これまでの育成会だよりも 

ホームページで見ることができ 

ますので、ぜひ御覧ください！ 



ジョイナスえかく 
ｊｏiｎｕｓekakｕ 

地域の皆さんにジョイナスの活動を知っていただくため、 

インスタグラムで情報発信している事業所もあります。そちら

もぜひご覧ください！ 

ジョイナスつかさ 
ikｕｓeikai_ｔｓｕkaｓa 

東京オリンピック＆パラリンピックから多くの感動がありました。私はス

ポーツを観ることも、することも大好きで、高校野球からプロ野球まで毎年

楽しみにしています。することでは、数年前から家族で毎朝ラジオ体操をし

て、その日の体調をチェックしています。また、週末を利用して家族でウォ

ーキングをしています。住んでいる地域でのウォーキング、公共交通機関を

利用して日帰りウォーキング、そして、県外まで足を運ぶお泊りウォーキン

グです。どのウォーキングも多くの出会い、新しい発見が沢山あります。特

にお泊りウォーキングは、準備段階から心が弾みます。行くところの情報収

集や服装、おやつ等楽しくなります。将来はウォーキングで全国へ、そして

夢は海外ウォーキングへ行くことです。 

会員リレー 高岡支部 

ジョイナスふれあい 
ｊfｕreai 

Cafe Mikke(みっけ) 
ｃ_mikke 

～わたしの安心・夢・笑顔～
松崎利充 



賛助会員の皆様、いつもご支援をいただきありがとうございます。
本誌を借りてお礼申し上げます

法人賛助会員様ご芳名
(敬称略・順不同) 

･トヨタ自動車労働組合 

･碧海信用金庫豊田支店 

･豊田信用金庫下市場支店 

･㈱篠田商会 

･㈲伊豫田包装店 

･㈱モダン装美 

･㈲コシヒカリ食品 

･山田商店㈱ 

･㈲シーテック 

･㈲アイクル 

･あいち豊田農業協同組合 

･大日通信㈱ 

･㈱やまもと 

･㈱東助 

･㈲大一防災 

･ウネベ建設㈱ 

･服部㈱ 

･かごまん.com 

･トヨタすまいるライフ㈱ 

個人賛助会員様ご芳名
(敬称略・順不同) 

･天野真由美 

･庵サク子 

･板倉正志 

･一ノ瀬義信 

･伊藤一廣 

･伊藤広美 

･稲垣 正 

･井上れい子 

･岩井鏡子 

･魚澄主枝 

･梅村清春 

･梅村芳広 

･榎木 繁 

･柄本美枝 

･及川順子 

･大塚 茂 

･大羽文美 

･岡田陽子 

･小川三佳 

･豊田市肢体不自由児･者父母の会 

･小倉豊子 

･小野修市 

･小野田しづ江 

･加藤朝子 

･加藤五十鈴 

･兼子 彦 

･河合三子 

･川崎啓子 

･川原菊彦 

･黒川傳八 

･黒柳晴美 

･小嶋忠光 

･近藤武福 

･佐伯 誠 

･菅原僚子 

･杉坂幸代 

･鈴木鋭治 

･鈴木喜美子 

･鈴木順子 

･鈴木康子 

･鈴村昌子 

･高木昭美 

･谷間 烈 

･田原悦史郎 

･都築健人 

･都築千枝子 

･角田美恵子 

･長野裕子 

･那須静枝 

･西之原良文 

･野島昭彦 

･野々山智子 

･日尾野一道 

･藤本君代 

･本多久月 

･正木義則 

･松浦義治  

･森志津子 

･森 文子  

･矢頭伸子 

･山内洋子 

･山田さち子 

･吉岡多佳子 

･後藤珠眞子 

･宇都宮勝洋 

･土井美彩 

･藤城ひろみ 

･古井鎭信 

･今井伸和 

･澤邉美奈子 

･栢野扶美 

･鈴木栄里実 

･森 裕子 

･小野田普己子 

･兵藤信之 

･鈴木志保 

･森田千洋 

･野々山加奈子 

･吉田崇将 

･髙木美優樹 

･青井理里 

･大澤美咲 

･中前直美 

･原 香苗 

･藤田幸恵 

･近藤道弘 

･髙木真由美 

･宮川 雄 

･吉田さゆり 

･野々山萌乃 

･金子貴哉 

･兼政友美 

･田中利也 

･土井明美 

･山田吏加 

･今泉 豊  

･伊藤美樹 

･大内登紀子 

･飯沼千花 

･成田実穂 

･岡島陽子 

･岩﨑由紀乃 

･鈴木知子 

･永峯文子 

･宇野由紀子 

･杉田智子 

･副島英雄 

･谷口理美 

･清水紀子 

･川合伶奈 

･前田定利 

･島貫健一 

･南喜代美 

･篠田紗希 

･土本将生 

･伊藤友美 

 令和3年12月5日(日)に予定しておりま

した「ふれあい交流会～クリスマス会～」

ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止いたします。楽しみにされてい

た皆さまにおかれましては、大変申し訳ご

ざいませんが、ご理解いただきますようお

願いいたします。 

7月の初旬に、広報委員のメンバーと「Cafe 

Mikke」へランチ取材に行ってきました。お店の雰囲

気、料理の味、提供時間等々お客様目線で忖度なし

の意見が欲しいとリクエストがあり、私はあえて客

観的に判断し、率直に少し辛口ともとれる意見を伝

えました。 

 私自身も親であり、ミッケで働いている利用者さ

んの一生懸命頑張っている姿を見て、つい甘くなり

そうになりましたが、子供たちのための時には、叱

咤激励も必要だと思います。これからも自立と成長

に向けて頑張っている子供たちを精一杯サポート

していきたいと感じた1日でした。(高岡支部:奥川) 

編集後記
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令和 3年度
第 3回理事会・第 2回評議員会 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴

い、令和3年9月25日(土)第3回理事会、評議

員会は書面決議にて行いました。①経理規

程細則の一部改正②令和3年度9月補正予算

③評議員会の招集の変更④評議員会の招集 

(③④は理事会のみ)について、議案が可決

承認されました。 

ふれあい交流会中止について


