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 ご利用者の「人権擁護」は支援の要です。そのために、ご利用者本位の支援を行う必要があると考えます。

私たちは作業や活動などを通じてご利用者に幸せを届けるエッセンシャルワーカーです。ご利用者に寄り

添った温かい支援が、その先の「人権」を守ることにつながると考えます。 

 そこで「人権」について今一度、皆で取り組むため、今回理念・基本方針・職員憲章の文言が一部変更と

なりました。今後も法人一丸となりご利用者に「幸せ」を届けます‼ 

まちだ育成会 基本理念 

ひとり一人の命と人権を守り、個性を尊重し、かけがえのない人生を大切にします。

共に支えあい、共に歩み、心豊かでいきいきとした暮らしを目指します。 

地域の人と、心を通わせ、絆を深め、福祉の輪を広げていきます。 

まちだ育成会 基本方針 

ご利用者の笑顔と心豊かな暮らしの実現を目指します。 

個性溢れる施設の特色を生かして地域と連携します。 

職員ひとり一人に目標を持った人材育成を行います。 

コンプライアンス（法令の遵守）を徹底し、健全で安定した運営を行います。 

まちだ育成会 職員憲章 

私たちは、ご利用者の人権を守ります。 

私たちは、ご利用者の主体性、個性を尊重し、自ら適切な選択や決定ができる支援を行います。

私たちは、ご利用者の社会参加の機会を提供します。 

私たちは、より高度な倫理観を持ち、専門性の向上を目指し、自己研鑽に励みます。 

私たちは、常にチームワークを大切にし、いきいきとした職場作りに努めます。

これは大賀藕絲館発信の取り組みです。ここに書かれていることは少しく耳の痛いこともあり、考えさせられ

ました。このような事業所発信の良いところは、共有し、法人全体の取り組みにしていくことによって、全体の

チームワークが良くなると確信しています。 

＜ 人間関係8か条 ＞ 出典元：不明

たとえ相手がしなくても 自分から笑顔で挨拶をして 

相手の嫌なところより 良いところを見ようとし 

相手の素敵なところを口に出して伝える 

どんなに腹が立ってもまずは話を聞き どんなに忙しくても相手の目を見て話す 

近すぎず遠すぎずほどよい距離感を保ち 

相手に合わせるばかりでなく 自分の意見も述べて 

相手が大切にしていることを できるだけ尊重する 

まずは相手に期待せずに自分から動くこと 



法人本部 

東京都では全ての女性が意欲と能力に応じて、多様な生き方が選択できる社会の実

現に向けて、女性の活躍推進に取り組む企業や団体及び個人に「東京都女性活躍推

進大賞」を贈呈しています。 

まちだ育成会が「優秀賞」贈呈の対象となった要因として 

①ライフ・ワーク・バランス推進のため「ワークライフ委員会」を設置し、子育て

中の女性を中心に職員の「生」の声をトップに伝える仕組みを構築したこと 

②法人内において多様な職種にチャレンジできる仕組みを設け、キャリアアップの

機会を創出したこと 

などが評価を受けました。 

これらは広報誌でも取り上げてきましたが、取り組みの結果「感染症予防休暇制度」

や「永年勤続表彰制度」などの制度の構築がなされました。 

今後もご利用者に対してだけではなく、職員が働く場としても「安全」「安心」な

場所でありたいと思います。 

表彰式の様子は次号でお知らせできればと思います。 

法人内施設は様々なところからの寄付金や助成金などによって、多くの皆様に支えられています。家族会や送

迎の会からのご寄付はもとより、様々な企業から送迎車両や車いす用体重計、作業に使う耕運機やチッパー、

ビニールハウス…などなど、たくさんのご厚意を頂き、感謝してもしきれません。ご厚意はすべてご利用者の

為に大切に使わせていただいています。 

今回新たにいただいたものがありますので、そのご紹介です！ 「クリーンライフみのりの箱委員会」（主

催：全国クリーニング生活衛生同業組合連

合会、株式会社文化放送）様が集められた寄

付金を原資として、中央募金会を通じ、共同

募金会様に寄託されたものです。 

申し込みをしたところ、かがやきに配分決

定を頂きました。そこで感染症対策のため、

ウィルス抑制に有効な「加湿器」を大2台、

小2台購入させていただき、作業室に配置し

ました。 

この場をお借りして、御礼申しあげます。 

ありがとうございました。 



 

 ぐうし館は夏頃から「お正月飾り」「干支」/クリスマスの制作に

向けて動き出します。ぐうし館で育てたハスや稲を利用したクリス

マスやお正月製品作り。試作を繰り返し、作り上げていきます。 

今年のお正月飾りは色で遊び、ミント

ブルーをアクセントにしてみました。の

んびりとした可愛らしい牛が年明けを

見守ってくれています。 

干支は牛を引く菅原道真をイメージ。

制作中は菅原道真を「みっちー」と呼び、

「みっちーが足りない」「どのみっちー

がかっこいい」など「みっちー」が飛び

交っていました。 

 

 

 

 

 

 

飛沫対策をしてソーシャルディス

タンスを保てるように配慮しながら

販売しました。販売や配達お疲れ様

でした！ 

 

忘年会 
 コロナ禍での開催を迷いましたが楽しみがなくては頑張れ

ない！ということで飛沫対策や密にならない工夫をして行い

ました。マスクをしながらのカラオケも慣れればなんてこと

ありません。席が離れていてもみんなでケンタッキーとケー

キを食べて「おいしいね」と笑いあえた忘年会。違う事ばか

りの一年でしたが皆さんお疲れ様でした！ 

 

 

 

 
 

外作業もお疲れ様でした～ 

寒空の下た～くさんの大根を

掘り販売しました。大根を水で

きれいに洗うのは冷たい！け

れども頑張りました。葉っぱま

で美味しいと噂のぐうし館の

大根。みなさん食べましたか？ 

 



 

 

 

 

 

美術工芸館 
あけましておめでとうございます。 

２０２１年笑顔いっぱいな年になりますように・・・ 

今年は丑年です。昨年１２月５日（土）型入式がありま

した。コロナ感染予防もあり午前中のみでしたが美工伝統

の型入式ができました。 

 

今年の丑年のデザインは古き良き日本の農

村をイメージしました。父・母は畑を耕し

牛が赤ちゃんを見守っている風景です 

干支職人達 2021年も作り続けます。 

みんな笑顔

の展覧会 

展覧会 

昨年末町田市役所１階みん

なの広場に「みんな笑顔の展

覧会」が開催されました。美

工も出品。利用者さんそれぞ

れの似顔絵を貼り絵にしま

した。個性的であったかい作

品になりました。 

作品名 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ma2ahQPs&id=A5EB96EC72797286041C33CD08309A9EE4B3785F&thid=OIP.Ma2ahQPspHQOlgeq5-xxggHaI0&mediaurl=https://azukichi.net/img/frame2/frame00346.png&exph=1439&expw=1209&q=%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608047913710915357&ck=B385CBED273CAB24FB2502E72602CB23&selectedIndex=0&qpvt=%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&FORM=IRPRST


 

 

 

 

 

 

たまには外でのびのびと！ 

空気が気持ちいい～(*´▽｀*) 

薬師池帰りにちょっと休憩～。 

こころみのしいたけを売って 

下さっている、やくし売店 

のご夫妻とパシャリ♪  

 

しいたけ祭りは出来なかったけれど、

かわりにみんなで  

天気にも恵まれてサイコー！！ 

こころみ名物“しいたけ焼きそば” 

Ｘｍａｓ会はコロナ対策しつつ 

チキンとポテトでかんぱ～い！ 

プレゼント交換やスライドショーで 

楽しみました☆彡 



 

ひなた村にて防災体験訓練を行いました！ 

久しぶりの外出で皆さんウキウキ、ワクワク♪ 

災害時はどうやったら自分のことを守れるのか

しっかり学ぶことが出来ました。 

ハロウィンパーティーを行いました！外

部のお客様は呼べなかったけど、皆で仮

装してゲームをしたり、アイスを食べた

りと大盛り上がり！ 

平日一日使ってクリスマス会を行いました☆ 

パフェつくりにビンゴ大会、お疲れ様会と楽し

い行事が盛り沢山！！ 

プレゼントは気に入ってくれましたか？ 

 

 
午後には新入生歓迎会も行い、新しい 

仲間たちにエールを送りました♪ 

秋には… 

冬には… 

夏には… 

 

消火器の放水の練習やDVD

学習で災害時どう行動する

のか勉強したり、お食事体験

をしました！ 

2020年、良い思い出は出来ましたか？ 

スタッフ一同、2020年がご利用者にとって楽しい年であったように

2021年も元気にかがやきに通って下さるように願っています♪ 

 

 

かがやきでは生活介護（あい）就労継続支援 B型（きぼう）

にわかれて日常生活上の支援や様々な活動、また毎日を楽

しく働けるような仕事場の提供を行っています。 

4部門にわかれて毎日頑張ってお仕事をしています！ 

コロナ渦の中ではありましたが、今年もかがやきの皆さん

は変わらず毎日元気に通って下さいました。そんな中行っ

た小規模だけどとても思い出深い行事をご紹介します！ 



「まちだ名産品の店 心和」は、名産品の店まちだから

2013 年 9月 28日にリニューアルしました。町田市名産品

等推奨委員会認定の町田名産品の他、市内福祉施設の

製作品や野菜・花を販売しています。 

場所は、小田急町田駅西口の階段をおりたところです。 

町田のおみやげ・友達へのちょっとしたプレゼントに最適

なものが見つかります。

「まちだ名産品の店 心和」は野菜

が美味しいと評判です。 

平日の朝、「こころみ」から届きます。 

販売前にお客様が列を作って待って

いてくださる中、急いで野菜の数を

確認し、お売りしております。

まちだ育成会の商品

以外にも、町田市内の

福祉施設の沢山の製

作品を壁にディスプレ

イしています。 

可愛くて手ごろな値

段なので若い方から

ご年配までのファンが

多いです。

所在地： 
〒194-0013 

町田市原町田 6-12-20 町田駅西口下

TEL・FAX： 042-723-8130 

定休日： 土・日・祝 

営業時間： 10:00～18:00 

アクセス： 小田急町田駅西口階段下 

E-mail： cocowa-meisanhin@cronos.ocn.ne.jp

～お問合せ～ 



と

まちだ育成会では、相談支援事業部として、町田市の福祉事務所である「忠生地域障がい者支援センター」
と、育成会の計画相談事業所である「とびら」を、同じ場所に併設する形で運営しています。

ご存じですか？

「ヘルプマーク」

「災害時等障がい者支援バンダナ」

　　

「ヘルプマーク」は東京都が発行しています。義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、また

は妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要と
していることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作られたものです。

「災害時障がい者バンダナ」は町田市が発行しています。黄色で、８０センチ四方のバンダナです。障がいな

どが理由で援助や配慮を必要としている方が災害時に身につけることで、周りに配慮を必要としていることを
知らせ、避難行動などの際に支援を受けやすくなるよう作られたものです。

ヘルプマーク

かばんに装着する等して身につけます。交付時に同

封されているシールに氏名や連絡先、必要な援助、

支援などを書き込んで貼り付けることが出来ます。

（所持者の個人情報を含む内容を記載される際は、

ご本人とご家族で十分に話し合い、判断の上ご利用

ください。）

【配布場所】

多摩モノレール （多摩センター駅、中央大学・明星

大学駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、玉川上

水駅、上北台駅）駅務室（一部時間帯を除く）、都

営地下鉄各駅 （押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高

輪駅、新宿線新宿駅を除く）駅務室、都営バス各営

業所、荒川電車営業所、日暮里・舎人ライナー（日

暮里駅、西日暮里駅） 駅務室、ゆりかもめ（新橋駅、

豊洲駅） 駅務室、東京都心身障害者福祉センター

（多摩支所を含む）、都立病院、公益財団法人東京

都保健医療公社の病院等
（2021年1月現在 東京都福祉保健局ホームページにて確認）

※詳細は東京都福祉保健局のホームページをご確認

ください。

※こちらの内容は都内在住の方

に限り該当になります。

災害時等障がい者支援バンダナ

四隅には、目が不自由です・耳が不自由です・身

体が不自由です・支援が必要です、と書かれてい

ます。知らせたい内容が見えるように、三角形に

折り、肩から羽織って身につけます。

【配布場所】

町田市役所障がい福祉課（市庁舎1階113窓口）

お住まいの地域の障がい者支援センター

※配布対象者は町田市内に在住の障がい者の方な

ど。



社会福祉法人まちだ育成会は、知的障がいをもつ方の親の会である「町田市知的障がい者育成会」が母体とな

り、平成14年に設立され、現在、障がいのある方が通所されている４施設を運営しています。町田市より指定管

理を受け運営している「町田市大賀藕絲館」「町田市美術工芸館」、法人独自で運営している「かがやき」「こころ

み」があり、18歳から70代まで、約200名のご利用者の地域での暮らしを支える場として運営を行っています。

また、2019年をもって社会授産施設「町田市授産場」は閉所となりましたが、2020年度にはグループホーム「に

じ」のユニット増や新たに短期入所事業所の開設、また相談事業の運営継続と、引き続き事業が拡大されています

が、運営は厳しい状況が続いています。  

さて、後援会は多くの会員に支えられて、会費収入・麺類の販売収入などの資金をもとに、 

2020年度は、ご利用者の皆さんが笑顔で楽しく、充実した活動ができることを願い、 

藕絲館に「テント」、美工に「防災ずきん」、かがやきに「ミシンと掃除機」、こころみに 

「シューズボックス」、にじに「ダイニングチェア」の支援をさせていただきました。 

それぞれの支援物品は、各施設ですでに活用されています。 

多くの保護者、ご家族の方々にご理解をいただき、会員として活動していただいており 

ますが、昨年度の会員数は、149名でした。少しくご負担のかかることではありますが、 

活動内容をご理解いただき、一人でも多くの方々が会員になっていただくことで、後援会 

を支援していただき、ご利用者や職員の笑顔を見ることを期待して、入会の呼びかけと致します。 

ぜひ後援会にご入会下さいます様お願い申し上げます。 

後援会事務局 （※ご不明な点はこちらへお問合せ下さい） 
〒195-0074 東京都町田市山崎町 1214-1 社会福祉法人まちだ育成会 法人本部内 

TEL042-794-4888FAX042-792-6388 

後援会事務局にお越しいただき、入会申込書への記入及び年会費をお

支払頂くか、郵便局にて払込をお願い致します。 

なお、お振込みの場合には手数料のかからない払込用紙の準備もござ

いますので、ご希望の方は事務局までお問合せ下さい。 

【年 会 費】1口2,000円  

【口座番号】ゆうちょ銀行 00220-8-80239 

【加入者名】まちだ育成会 後援会 

※ご依頼人欄にお名前・ご住所・電話番号をもれなくご記載ください。

【編集後記】 法人広報誌第 6 号の発行となりました。新型コロナウィルス感染拡大に伴い、「緊急事態宣言」が再発出されていま

す。感染リスクを少なくするため、お酒を飲みながら大声で笑ってストレス発散などもできず…。人と会う機会を少なくすることも

あり、普段であれば取れていたコミュニケーションも、なかなか取りづらい状況があります。人との接し方、コミュニケーションの

取り方も「新しい様式」が必要なのかもしれません。今回「人間関係 8 か条」を掲載させていただきました。「基本の事じゃないか」

と思われる方もいらっしゃると思います。でも以外と難しく、出来そうでできないことや、しているつもりで出来ていないことが

ありませんでしたか？こんな時代だからこその「人とのつながり」を大切にしたいと今回つくづく思いました。（N.T） 
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