
社会福祉法人まちだ育成会広報誌 

絵：こころみ 越沼智亨さん 

～共に支え合い、歩み、かがやく～ 

【編集・発行】 
社会福祉法人まちだ育成会 法人広報委員会 
〒195-0074 東京都町田市山崎町 1214-1 

  ℡042-794-4888 fax042-792-6388 
【発行日】2021 年 4 月 30 日 



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。

＜ 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 

2020年度永年勤続表彰が行われました‼

まちだ育成会では永きに渡り勤続し、法人発展に貢献された職員に

対し、感謝と敬意を表す表彰制度があります。 

2020年度は6名の職員が勤続10年の節目を迎えました。 

年度末に行われた法人職員会議での表彰でしたが、新型コロナウィ

ルス感染予防のため、各施設をオンラインでつなぎ、画面越しに全

施設の職員が表彰者を祝うスタイルとなりました。それでも笑いや

拍手がおこるなど、アットホームな雰囲気に包まれました。 

表彰の様子 



法人本部 

前号でお知らせしました「女性活躍推進大賞」の授賞式ですが、小池百合子都知事と女性職員代表の宮城加奈子セン
ター長がにっこり写真におさまる…はずでした（泣） 
ですが…折角の授賞式が緊急事態宣言の延長をうけ「中止」となってしましました。 
それでも「優秀賞」には変わりありません!! 
頂いた賞に恥じぬよう、これからも「安心」してすべての職員が働きやすい職場を 
目指し、また、すべてのご利用者が「安心」して通える施設を目指してまいります。 

受賞後、役員会にて報告 町田市長表敬訪問 

タウンニュースにも取り
上げていただきました。

まちだ育成会では 2021 年 4 月 1 日現在、152 名の職員が
働いております。「共に支えあい、歩み、かがやく」のスロ
ーガンのもと、職員一丸となって「基本理念」「基本方針」
に沿った支援と福祉サービスの提供を行っています。 
その中で法人運営の重点項目として、「人材確保」「人材育
成」「人材定着」があります。多様な働き方を受け入れて、
働き続けられる法人を目指し、子育て中の方、産休育休か
ら復帰する方、シニア、障がい者雇用など、多様な働き方
が可能になるよう整備し、取り組んでいます。 
人材確保では求人サイトからの応募はもとより、ホームペ
ージを見ての応募も多くありました。ご利用者・保護者に
対する情報発信はもちろんの事、職員の人材確保のために
も SNS や YouTube での動画配信など、情報発信にも力を入
れていきます。 
また、2021 年度は 4月に 10 名の職員の入職がありました。
10 名とも経歴はバラバラ、個性もバラバラ。年齢も、体格
も、性格もすべてがバラバラ。でも「まちだ育成会で働き
たい！」「ご利用者の支援がしたい！」と集まった精鋭たち
です。ご利用者の皆さんをはじめ、関係のある皆様に早く
顔を覚えていただけるよう、緊張しながら毎日頑張ってお
ります。どうぞ温かい目で見ていただきます様お願い致し
ます。 

内定式



 

 

 

 

薬師池のれんこん掘りが無事終わりました！ 

 

今年も 1 月から３月にかけて、薬師池の蓮田作業

を行ないました。今年はかがやきの職員が連日お手

伝いに来てくれて、藕絲館の一員として大活躍して

下さいました！！施設同士で連携して協力し合え

るっていいですね      

皆様ご協力、ありがとうございました～！！ 

 

土を崩して古い蓮根等を掘

り起こしてきれいにしたら、

新しい蓮根を植え付けます。 

今年もきれいな蓮の花が咲

きますように。 

 

 

 

 
 

 

  

３月下旬から尾根緑道の桜が咲き始め、コロナなんてどこ吹く風で、

例年通り藕絲館の周りはお花でいっぱいになりました～！ 

残念ながら桜祭りは中止となりましたが、藕絲館では「さくら SAIL」

を開催して、たくさんのお客様に来ていただくことが出来ました！ 

さくらって、人をひきつけて心を穏やかにしてくれる不思議な力が

ありますよね。 

 

 

 

 

 

４月１日満開の桜の中、感染症対策として２部制

で入所式が行われました。昨年度末、心和に２名、

今年度藕絲館に２名の方が新しく入所され、藕絲

館は総勢６5 名となり、気持ちも新たに新年度を

迎えることが出来ました！今年度も元気に明る

く、協力し合ってコロナに負けずに頑張ります！ 

 

 

 

 

 

昨年度は名産品が新た

に増えて内容もさらに

充実しています！お近

くにお越しの際はぜひ

お買い物にご利用くだ

さいませ！ 

 

 

  

 

腰まで泥に使って作業

します。氷が張るほど寒

い日もあります。薬師池

をお散歩する方によく

心配されます（笑）。 

でも、結構楽しいんです

よ～！ 



山田 哲 

まだまだスタートし

たばかりですが持ち

前の明るさで皆さん

のお力になれるよう

頑張ります。 

新職員紹介 

４月より美工に配属になりました。どうぞよろしくお願いします。 

田中 伸一 

作業している人達と

日々仲良くなってい

けることがとても嬉

しいです。よろしく

お願いいたします。 

小川 真也 

一日も早く仕事を覚

え、ご利用者の方々

がより良い施設での

生活が送れる様努め

ていきます。 

コロナの影響で延期になっていた 2020 年

度の入館式が３月に、そして 2021 年度の

入館式が４月に行われました。社会人とな

り、みんなと一緒にお仕事頑張っています。 

どうぞよろしくお願いします。

音楽大好き♡ 

パプリカが聞こえてくると

踊らずにいられません！ 

 

おしゃれ女子✨ヘアースタイル

はいつもばっちり！ スイーツ大

好き♡でも食べるのは半分です 

 

将来の夢はコメンテーター！ 

今は仕事一筋！元気いっぱい

の頑張り屋さんです 

 

趣味は小説を

書くこと。 

今は EXILE に

メロメロです

♡ 

 

僕は太鼓の達人！ 

おどけた仕草でみんなを

笑顔するのが得意だよ 

 

ヒップホップは私にお

任せ！マジなダンスに

職員もびっくり！！ 



 

 

 

 

 

野津田神社への初詣 

2021 年 1月 4日 

植菌式 

2021 年 2月 3日 

 

全体レク 

(ジャグリング・ショー) 

2021 年 3月 26 日 

令和 3 年度 入所式 

2021 年 4月 1日 

宮内優次さん、金成正樹さん 

入所おめでとうございます！ 

 すごい！ 

どうなって

るの？ 

今年も良いことが 

ありますように！ 

鬼は外！ 

 

どんなものでも     

ジャグリングしちゃうよ！ 

 

豆まき 

2021 年 2月 2日 

 



 

今年も、笑いあり、感動ありの成人式を 

みんなでお祝いすることが出来ました。 

ついに成人を迎え、さらに『かがやく』 

大人の仲間入りです。おめでとうございます！ 

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！ 

コロナ禍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！ 

4月から、かがやきに 2名の新しい仲間が入所しました。 

入所式は、わくわくドキドキ期待や緊張をしながらも、 

先輩利用者さんからの応援メッセージを一言もらう等、 

みんなから大歓迎してもらった会となりました。 

 

６月～１１月の期間、町田ダリア園の開園がスタートします！ 

本来寒暖差のある涼しい土地を好むダリアが、 

東京 町田の地で咲き乱れる「奇跡のダリア園」に是非お越しください。 

ホームページから「ダリアのこと」や「知りたい情報」など、みなさまの 

お役に立てるタイムリーな情報をお届けしますので、是非アクセスください。 

町田ダリア園 ／SEARCH🔍 

期間：2021年 6月 26日（土）～11月 3日（水・祝） 

時間：9：30～16：30※入園は 16:00までとなります 

入園料：大人…550円  中学生まで…無料 

団体割引（10名以上 500円）その他割引あり 

問い合わせ：☏ 042-722-0538 

〒195-0074町田市山崎町 1213-1 

 



「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～ 



 

 

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。 

 

    今回は         をご紹介 
 

 こちらの「親心の記録〜支援者の方々へ」

は、一般社団法人日本相続知財センターが作

成。障がいを持つ子どもを育んでいる保護者

が、自分がいなくなった後にその子どもを支援

してくれる方々に子どものことを知ってもら

い、遺された子どもが適切な支援を受けながら

人生を過ごせるようにと作成したものです。  

支援者の方々が活用しやすい構成を考え、最

初のページでは本人の基本情報と突発的なトラ

ブルが起きた時に相談できる人の連絡先、次に

はリスクの高い医療情報を記入するようになっ

ており、優先的に必要な情報からわかるようになっています。  

「親心の記録〜支援者の方々へ」をご希望の方は、とびらにお渡しできるものがございますの

でご相談ください（数に限りがございます）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                 

 

親心の記録 

ご本人の日中の様子や配慮してほしいこと。

関係者なども整理しておけます。 



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 

TEL042-794-4888 FAX042-792-6388 

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】 緊急事態宣言の再発出や、まん延防止等重点措置など、この先もまだしばらく「がまん」と「緊張」の日が続きそう

です。離れて暮らす家族や友人などとたわいもないことを話し、笑う。そんな当たりであったことが、今は特別でとても大事な時

間であったのだと思い知らされます。施設では感染拡大防止につとめ、私たちができる事を忠実に実施しています。そのためご

利用者の活動内容には少し制限がかかりますが、職員一同その時点の最善策・安全策で対応しています。 

そんな中でのご利用者の様子などをこの第７号に掲載しました。ご覧いただければ幸いです。これからも広報誌のみならず、ホ

ームページなどで情報発信を行って参りますのでどうぞお楽しみに!!（N.T） 

まちだ育成会後援会は 

社会福祉法人まちだ育成会の運営、事業を支える為に活動しています。 

誰もがあたりまえに暮らせる地域、社会をめざして多くの人々と共に活動しています。 

障がいのある人、一人ひとりが権利の主体者 

国連「障害者権利条約」は障がいのある人もない人も協力して共に暮らし参加できる社会を作ろうと提唱しています。

障がいのある人は一人ひとりが自分らしく生きたいという願いを持つ権利の主体者です。障がいのある人もない人も

誰もが安心して暮らせる地域、社会をめざして、多くの人々と共にまちだ育成会の活動を支援しています。 

自分にあった仕事、自分らしい暮らしを 

まちだ育成会の施設では、仕事に利用者を合わせるのでなく、利用者にあわせた仕事を一人ひとりのやり方で支援し

ています。利用者が家族に依存せずに安心して暮らせる場を広げる事は、まちだ育成にとっても大きな課題です。利用

者一人ひとりが安心できる自分らしい「暮らしの場」づくりを地域の方達と進めています。 

会員になり、後援会活動を支えてください 

会費収入・麺類の販売収入・各施設イベント時のバザー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、総額521,489円の支援をさせていただきました。後援会では、まちだ育成会が

進めているグループホームやショートステイの住まい場の充実に積極的に支援、サポートを行ってきました。今後も「安

心して地域で生活できる」取り組みを応援したいと活動しています。それぞれの支援物品は、各施設での行事等で活用

され、地域の方々との交流が進むことにもつながります。 

まちだ育成会後援会 会長 金子好雄 
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