
新成人つどい写真

エッセンシャルワーカーの自覚と誇り 

新型コロナウイルスの感染拡大で、不安と戸惑いの中での3年、いまだに安心感が持てずに

います。休校や休園が相次ぐ教育や保育の現場と同じく、福祉の現場は感染対策に苦慮していま

す。新しい生活様式の中、国連の持続可能な開発目標SDGs(Sustainable Development Goals)

の「一人も取り残さない」思いを始め、組織のガバナンスやコンプライアンスを大事にしなが

ら、感染防止と「誰もが笑顔になる支援」の継続に全職員がエッセンシャルワーカーの自覚と誇

りをもって全力で取り組んでいます。 

我が子の居場所がないから作りたいという育成会会員の思いがあります。そのストーリーに

共感してくれた人がいて、社会福祉法人豊田市育成会があります。だから、“居場所作り”とい

う目標は大切にしないといけないと思います。   

育成会の誓いである「安心・夢・笑顔のもてる場づくり、地域づくり」に向けて、会員が結

束し、その思いを具現化できるのは、会員制の社会福祉法人豊田市育成会しかないと自負してい

ます。利用者への直接的な福祉サービスの提供だけでなく、地域における皆様の幸せ向上のため

社会福祉法人の役割を果たしてまいります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 
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令和 4年 新成人のつどい

育成会だより



11月20日(土)にジョイナス全事業所にて「楽楽運動会」

が開催されました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、各事業所それぞれの場所で規模を縮小して行いました

が、利用者・職員ともにたくさんの笑顔が見られました。 

楽楽運動会

2021.11.20

ジョイナスつかさ 

ジョイナスつかさは西部コミュニティセンターに

て、大玉転がしや玉入れ競争、ビンゴ大会などを行

いました。皆勤・精勤賞の表彰も行い、10年皆勤

賞の利用者さんにはトロフィーが贈呈されました。

とっても良い笑顔をされていました！ 

ジョイナスさかえ 

ジョイナスさかえは、サン・

アビリティーズ豊田にてダーツ大会

を行いました。他の利用者さんが競

技している時も、声を出さず精一杯

旗を振って応援していました。 

ジョイナスでは、楽楽運動会にて前年度の精勤者・皆勤者の表彰を行っています。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため各事業所での開催となりましたので、
表彰も各事業所で行いました。
令和2年度は、精勤者42名・皆勤者12名でした。例年に比べて多くの利用者さん
が受賞されました。おめでとうございます！ 

--- 令和2年度 精勤者・皆勤者の表彰 --- 

日中活動支援室(就労移行支援・就労継続支援B型・生活介護) 



ジョイナスふれあい 

みさと・鞍ヶ池公園 

ジョイナスふれあいグループ

はリモート運動会を開催！会場

は違いましたが一緒に風船バ

レーや玉入れを行いました。 

午後はそれぞれ社会貢献活

動としてゴミ拾いをしたり、赤い

羽根募金の活動 

を行いました。 

ジョイナス 

えかく・かずえ 

ジョイナスえかく・かずえは大林小学校体育館

をお借りし、合同で行いました。ダンスや工作など

を行い、久しぶりの仲間にも会えて 

みなさん良い表情をしていました。 

ジョイナスたかおか 

ジョイナスたかおかは、 

午前にお玉リレーや玉 

入れ、風船送り、午後は 

福引き競争やダンスを

行いました。利用者さんが楽しんで参加してくださ

る姿がたくさん見られました。 



＝感染症対策特集＝ 
新型コロナウイルスワクチン接種編 

新型コロナウイルス感染症が流行して約2年が過ぎようとしています。いまだに気の抜けない日々

のなか、少しの希望と言えばワクチン接種が進んでいることでしょうか。 

今回の特集は「コロナウイルスワクチン接種」です。12月に豊田市育成会の会員を対象に、コロナ

ウイルスワクチン接種に関するアンケートを行いましたので、その結果をご紹介させていただきます。 

1回接種済 

0％ 

2回接種済 

88％ 

未接種 

12％ 

1回接種済 

0％ 

2回接種済 

93％ 

未接種 

7％ 

 コロナウイルスワクチンの接種状況は、本人が88％・会員が93％でした。接種を希望している

ほとんどの人が2回目の接種まで終わっているようです。未接種と回答した人の中にも、これか

ら接種するという人もいました。また、持病等の理由で接種できないという人もいました。 

ワクチン接種についてどう感じたの？ 

[本人] [会員] 

どれくらいの人がワクチン接種をしているの？ 

 接種した人、しない人、できない

人、皆今までのように予防をしなけ

ればいけないと思います。 

 自分自身のためよりも、家族や周りに

うつさないためにワクチン接種しなく

てはと思いました。 

 本人は注射が大嫌いで、インフルエンザ予防接

種も打てませんでしたが、コロナワクチンは接種

できました。3回目も打つと言っています。 

 病気他様々な事情で未接種の方が居て

も、差別の様なことがありませんように。 

 集団接種や病院が苦手で、かかりつけ医も接

種をやっていなかったので、大変でした。障が

い者だけの場があるといいな。 

 副作用の心配はあるが、親子一緒のタイミ

ングで打ててよかった。 

[会員の声] 

回答率：72％ 



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。今年も新型コロナウイ

ルス感染症対策を行い、豊田市美術館にて開催されました。 

 豊田市育成会からは10点の作品を出品しましたのでご紹介します！ 

豊田市育成会ギャラリー♪ 

ジョイナスつかさ 
「わたしのすきなくだもの」 

橋本 治樹さん 
「わが家のペットと好きな梨」 

田原 俊さん 
「USA庁」

ジョイナスふれあい鞍ヶ池公園 
「ペットボトル風車」 

ジョイナスふれあい 
「にっこり・SMILE・笑顔」 

ジョイナスかずえ 
「みんなのおきにいり」 

清水 美有さん 
「合唱」 

ジョイナスみさと 
「ジョイナス！ステンドグラス！」 

ジョイナスさかえ 
「心のなかのおいでん花火大会」 

ジョイナスさかえ 

佳作を受賞しました！ 

おめでとうございます！！ 

第24回 障がい者作品展

光岡 健太郎さん 
「はちとひまわり」 



1月16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4名の新成

人が大人の仲間入りをし、式典

には2名がご出席されました。 

今年も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、支部長・副

支部長を始め様々な人の力で

開催することができました。 

社会にでるための勉強と、イラストのお仕

事をがんばりたいです。新しい事や自分の出

来ない事を積極的に挑戦してみたいです。 

料理や電車の運転をやってみたいと思う

けど、まだわからない。色々やって探してい

きます。 

ダンス・音楽を、頑張ります♪ 

お仕事(作業)を頑張って、食事代くらい

は稼ぎたいです！ 学生のころのように外出

して外食もいっぱいしたいです！ 

猿投支部  成瀬天音さん 中央支部 大谷将貴さん

中央支部  加納慎也さん 高橋支部  宮脇勇輔さん 

成人を迎えられた皆さんに 

「がんばりたいこと」や「やってみたいこと」をお聞きしました！ 

支部活動部会



式典の様子

【誓いの言葉】 
新成人を代表し、成瀬天音さんが誓いの言

葉を述べました。堂々としていて、とても頼もし

い誓いの言葉でした。 

【二十歳の灯】 
新成人を代表し、大谷将貴さんが二十歳の灯

を行いました。とても真剣な表情でキャンドルに

点火されていました。 

太田豊田市長を始め、6名の方にご臨席を賜り、3名の方よりお祝い

の言葉をいただきました。 

保護者を代表して、

大谷さんにご挨拶して

いただきました。 

【保護者挨拶】 

豊田市長 太田稔彦様
豊田市議会議員 
水野博史様

大豊工業(株)部長会 
会長 明石和人様

【花束贈呈】 
保護者の方に感謝の気

持ちを込めて、新成人より花

束をお渡ししました。 



私の安心になる事と言えば仕事から帰って来て息子が

笑顔で待っていてくれること。そして得意なピアノを弾いてく

れる事でほっとし、嫌な事を忘れさせてくれます。夢中にな

っている事は特にこれはないのですが、年齢な事もあり近く

の公園や観光地へ行った時のウォーキングする所を息子と

歩いて過ごしています。夢と言えば来年還暦を迎えますが

以前から定年後は…と決めていた事で、若い時大型免許

を取得していた事もあり、ドライバーの仕事をしながら息子

の成長を見てゆっくりしたいです。 

11月1日(月) 育成会だより№41 発行

11月20日(土)  楽楽運動会(各所にて開催) 

12月9日(水)   豊田市指定障がい福祉サービス 
事業者等実地指導 
・ジョイナスたかおか 

                ・育成会地域生活支援センター

12月18日(土)  第5回経営会議 
・理事会・評議員会提出議案 
・福祉啓発事業 他 

12月19日(土)  第4回理事会 
〈議題〉 
・令和3年度12月補正予算 
・評議員会の招集 

第3回評議員会 
〈議題〉 
・令和3年度12月補正予算 

12月28日(土)  仕事納め式(リモート開催) 

1月4日(火)     仕事始め式(リモート開催) 

1月16日(日)    新成人のつどい 新成人4名 
(西部コミュニティセンター) 

上郷支部

古岩 孝行さん 

理事会・評議員会 

編集後記 

会員リレー ～わたしの安心・夢・笑顔～

コロナ禍の中、感染予防が日常とな

り、その効果のおかげか風邪をひく事

なく日々を過ごせています。先日、此の

2年間買い物くらいしか出かけていな

い息子に、今何がしたいか聞くと「皆と

外食。大須観音とプライムツリーに電

車で行きたい」との返答でした。未だ

に先が見えない現状ですが、コロナ終

息時、その気持ちには応えてやりたい

と思います。以前のようなマスク無しの

皆の笑顔が早く見たいですね。 

(中央支部 佐々木)
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令和3年12月25日(土)第4回理事

会、第3回評議員会を行いました。①令

和3年度12月補正予算②評議員会の

招集(②は理事会のみ)について、議案

は可決承認されました。 


