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～共に支え合い、歩み、かがやく～ 

 

絵：大賀藕絲館 相山真理子さん 

社会福祉法人まちだ育成会広報誌 



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 

「社会福祉法人まちだ育成会 ひかり療育園」に乞うご期待‼

                       ひかり療育園 園長 清水 謙一 

ひかり療育園 園長に就任しました清水です。現在のひかり療育園には高次脳機能障が 

いや重症心身障がいをお持ちの方、また医療的ケアを必要とするご利用者が多く在籍し 

ています。1月から本格的に引継ぎを開始し、職員は今までのノウハウを一生懸命吸収し、 

緊張しながら4/1を迎えました。無事に事業スタートを迎えられたこと、嬉しく思っています。 

フレッシュな職員と経験豊富な職員との共存する中で、その可能性は無限です。今までの歴史を踏まえ、継承すべ

きところは継承し、さらなる充実を図っていきます。 

職員・ご利用者皆で力を合わせ、ご利用者の安心・安全を第一に、元気で笑顔あふれる「ひかり療育園」を目指して

参ります。今後のひかり療育園にご期待ください。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

またお近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。お待ちしております。 



2022年4月1日 ついに「ひかり療育園」の法人運営がスタートしました。これまで「ひかり療育園」は、町田市の福祉

を牽引してきました。その「歴史を繋ぎ、未来を創る」を使命に、町田市福祉の拠点となるべく邁進し、ご利用者、ご家

族が安心できる支援や環境をさらに整え、1歩1歩信頼を得られるように運営してまいります。 

住所 ： 東京都町田市忠生3-6-2  電話番号 ： 042-794-0730   

サービス種別 : 生活介護     定員 ： 25名 （現員 : 39名）   

その他事業 ： 高次脳機能障がい相談事業 ・ 福祉講座事業 ・ 地域交流事業 ・ 施設貸し出し事業 



 

今回は2人のご利用者による取材記事です。 

藕絲館１年目ですが沢

山のお仕事頑張ってま

す！ 

今回は蓮の繊維作りを

紹介します！ 

 

担当記者 

若月
わかつき

咲
さく

良
ら

さん この道 36年 

 

これ結構な速さでよってるん

です！ 

私の製品にはお客

さんもついてるんで

す！ 

藕絲館３６年目の私が改修

後の様子をお届けします！ 

ここは新しくなった更衣室

♪ 

 

担当記者 

梅崎
うめざき

賢治
けんじ

さん 
 

２F休憩中           藕絲館の作業風景です。照明が明るくなりました       

今、藕絲館庭の蓮の植替え作業真っ最中です 

毎年植替えをするといい花を咲かせてくれます       

編集中です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、ご紹介いただくのは、原嶋さん、和田さん、萩原さんの三人です。 

 
…の良いところを 

ご紹介しちゃいます！ 

 

 まずは一つ目！ 
お仕事は大変な事もありますが 

やりがいがあってとっても楽しいんです。 

そして二つ目！ 
給食がおいしい事も自慢なんですよ！ 

「ひまわりキッチン」さんが 
あさ早くから作ってくれています！ 

まだまだあります、三つ目！ 
職員さんがとにかく優しく 楽しい毎日が過ごせています！ 

 

 今日の目標は… 
 いい仕事したな～ 

 
難しい仕事もあるけど 

やりがいがあります！ 

めっちゃ真剣です！ 

 

 地元の食材を 

 一番おいしい方法で… 

 愛をかんじます！ 

 今日は肉じゃがです！ 

 

 美工に来るのが楽しみです！ 

原嶋さん、和田さん、萩原さん 
これからも皆さんの自慢になるような 
美工になるように頑張ります！ 



 

  

福島智大（ともひろ）です！ 

皆さんよろしく！ 

ボクたちはこころみの二階で仕分

け作業しているよ！ 

みんなで協力しあい、作業を役割

分担しながら仕分けしてるんだ！ 

ここは印刷された記号を頼りに、ＣＤ

とＤＶＤを、分けている所なんだ！

 

仕分けとは、要らなくなったＣＤやＤＶＤを

分解して種類別に分ける事を言うんだ！ 

仕分けられた紙にビニールやシール

などが混ざってないか調べてる所！ 

皆すごい集中力です！こころみは一日

最大３３コンテナ仕分けてるんだって！ 

この人たちは、ボクたちが仕分けしやすくな

る様に前準備をしてくれてるんだ！すごい！ 

静かな別室で、集中して仕分けして

いる人もいるよ！頑張って～！！ 

ＣＤ・紙・ケース、ビニールゴミなど、種類

ごとに違う入れ物へ収めていくんだ！ 

祝

い 

仕分け終わったコンテナは協力して

バケツリレーでトラックへ運ぶよ！ 

先輩たちは皆優しいです！ 

ボクもこの仕事大好きです！！ 

ハッロー皆さん！ ロミよ！ 私たちシイタケは今日もこころみでたくさん作られて元気に過ごしてるわよ！ 

今日は、こころみで行われているもう一つの大事なお仕事 『 ＣＤ・ＤＶＤ仕分け作業 』の事を紹介するわね！ 

今回紹介してくれるのは、なんと！今年の春に入所した福島智大さんです！それではともひろさん、宜しく～！！ 

１ 

青・赤・黄・緑などの色鮮やかな四角形は、しいたけ榾木を植菌年度と菌種でくくって分けているんだ！ 



 

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１名の新しい仲間が入所しました。 

入所式は、先輩利用者さんからの応援メッセージをもらう等、 

みんなから大歓迎され、涙、涙の感動の会となりました。 

 

 

僕は何十年もここにいるから。 

ここ（今の角の席）だと 

（全員の皆が）見えるから！ 

ご本人撮影：好きな場所『自分の席』 ご本人撮影：好きなもの『送迎車』 

次は何号車が来るかな？いつも送迎車に 

乗ってくる皆を、職員と一緒にお出迎え。 

まだまだ、希望溢れる 1ショットです♪ 

 

僕は自主通所だけど、いつか

憧れの送迎車に乗って、 

通所できるかな。 

🌸入所式🌸 

皆のお世話好き。好きな作業の鉢上げ（苗の

植替え）も、皆に指導してくれるベテラン！ 

かがやきの大先輩らしい 1ショットです♪ 

これから、かがやきの中で『これが好き！』を、たくさん見つけていこうね！ 

ご入所おめでとうございます！ちなみに、かがやきの給食は、特に皆の『イチ押し』です(笑)  

～これが好き～ 
テーマ：『かがやき』の中で 

★今回は施設内の『好き』をご利用者目線でご本人に撮影していただきました！★ 

最年長：藤原 德仁さん 最年少(１年目)：北村 悠さん 

村山 瑞樹（むらやま みずき）さん 

新入所ご利用者 



「まちだ名産品の店 心和」では、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。 

  

 

 

 

 

 

 

今回はガイドヘルパー（移動支援）をご利用されている方にお話を聞いてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、移動支援を使っている方の声でした。 

まだ移動支援を利用したことがない方もご興味がありましたら、ご利用を検討されてはいかがでしょうか。 

※移動支援の利用にあたっては申請が必要です。また移動支援の支給には要件がございます。お手続きに関して

はお住いの地域の障がい者支援センターにお問い合わせください。 

 

20 代女性 

Q：今までにどんなところに行きましたか？ 

A：美容院や買い物、ごはんを食べに行ったりしま

した。日帰り旅行にも行きました。買い物で支払

いの練習もできた。 

Q：ヘルパーさんはいつも同じ人ですか？ 

A：いろんな人と行きました。 

Q：ヘルパーさんとの外出は楽しいですか？ 

A：楽しい。また行きたい。 

40 代女性 

Q：ヘルパーさんとどんなところに行ったことが

ありますか？ 

A：自転車コースのお散歩に行ったりしてます。 

Q：外出は楽しいですか？ 

A：ヘルパーさんと話もして気持ちを発散できま

す。 

Q：ヘルパーさんはいつも同じ人ですか？ 

A：だいたい決まった人です。 

40 代女性 

Q：今までどんなところに行きましたか？ 

A：塗り絵や折り紙など買い物をしに行った。あま

り遠出ではなく近場に出かけています。 

Q：ヘルパーさんとの外出は楽しいですか？ 

A：楽しい。 

Q：いつも同じヘルパーさんですか？ 

A：いつも決まったヘルパーさんと行っています。 

60 代男性 

Q：どれくらい利用していますか？ 

A：ずっと使っていなかったけれど、最近利用を

しはじめた。 

Q：利用してみてどうでしたか？ 

A：お花見に連れて行ってもらった。楽しかった。

他にもカラオケなどにも行きたい。 



加入特典 

特製クーポンプレゼント!!
※法人内施設利用可 

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】桜の見頃も過ぎ葉桜の季節になりました。今回のがっしゅうこくはご利用者と共同作業の記事となりましたが、いかが

でしたか？ 

私は昨年入職し、無事 2 年目を迎えることができました。大変な事もありましたが、振り返ると日々ご利用者との何気ない会話や

触れ合いに助けられてきた事が大きいです。 

今の世の中、日々時間に追われ成果や数字を求められがちですが、何気ない日常を過ごせるのがいかに大事で幸せな事なんだ

とこの一年で感じることができました。 

今後も何気なく楽しい日常を皆さんと過ごせるようにしていきたいと思います。         大賀藕絲館 瀧山 政士 

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、2021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529,940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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