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ボッチャから地域で安心して暮らすことができるために

町田市大賀藕絲館・ 町田市美術工芸館

施設長 小木曽 文典

私は、3 “ ”年程前から ボッチャ という、パラスポーツに携わっています。

最初は、他団体が主催するボッチャ体験会の打ち合わせに急遽出席でき

なく なった職員の代わりに出席したのが始まりで、育成会の中ではどう

やら 小木曽＝ボッチャ になってしまっているのですが・ ・

ボッチャは、リオパラリンピックで日本が銀メダルを獲得したことで有名になり、車いすを使用する身体障がい

者のスポーツとして始まりましたが、子供、高齢者、知的障がいの方も誰でもが参加できるスポーツです。

さて、「 町田市社会福祉法人施設等連絡会」（ 通称： 法人連）は、防災についても委員会を設置して取り組んでい

ます。防災に関する取り組みの中では、大規模災害時の相互扶助協定、自宅やグループホームの近隣にある障が

い者施設への避難を可能とするシステム作りと訓練の実施、関係機関による合同会議の開催などに取り組んでい

ますが、地域の方々 と障がいのある方たちの双方が、お互いを理解することがとても重要であると考えていまし

た。そこで、防災の観点から大規模災害が発生したときの１次避難所と２次避難所において、ボッチャの大会や

体験会の機会を設け、地域の方々 に参加して頂く ことにより、住んでいる人、働いている人の顔が見える関係性

作りをしていきたいと思い、2017年度より委員会の中に町田ボッチャネットワークを立ち上げてくださり、こ

の取り組みを開始しました。

我々 の中では、町田オリジナルの地域活性モデルとして “ ボッチャであんしん
”を作る町田 を目標としていますが、もし、町田モデルとして全国に広がってい

ったなら。と、ワクワクしながら取り組んでいます。

この活動に参加したことにより、多くの事を学ぶことが出来ました。法人連の諸

先輩方に、防災への考えや有事の際の支援の在り方など様々 な事をご教示いた

だき、他法人の職員の動きを見ては、連携の仕方を学び、また、学生ボランティ

アの参加者への接し方等々 、感心して見せていただく ことが出来ました。

この活動は、防災への意識を高めるとともに、人と人の繋がりや、絆を身近に感

じる事ができます。この繋がりがご利用者にとって地域で安心していきいきと

幸せに暮らすことの第一歩になると信じて、もっと、地域との関係性を築けるよ

う、ボッチャのみならず新たな手法も考えながら活動できればと思っています。

来年1月25日（ 土） 及び26日（ 日） には、東京ボッチャ協会が主催する関東大

会が成瀬体育館で開催されます。ぜひ、見学に来てください。

ひとり一人の命と個性を尊重し、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。

◆ ご利用者の笑顔と心豊かな暮らしの実現のために、福祉のトータルコーディネートを行います。
◆ 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 基本方針

まちだ育成会 基本理念



～スタッフのつぶやき～ 法人本部 かがやき 主任 田辺 紀江

私には姉が2 人います。すぐ上の姉は重度の知的障がい者です。幼い時から何も自分でやることのできない姉が、私は大嫌いで

した。姉に対し、「 何もできないんだから、私が面倒見てあげる」 と言わんばかりに、偉そうに接していたと思います。幼稚園の頃

から姉に手がかかる両親は、私には手をかけませんでした。 …（ 正しくは「 かけられなかった」 のはわかっているのですが ） 幼稚園

の年少さんの時から、バス乗り場まで毎日一人で歩いて行っていたことは今でも忘れません。学校行事も私の単独の行事には一切

来てもらったことはありません。今でも二言目には「 あなたは本当に手がかからない子だった」と両親はいいます。親に褒められた

く て、見てもらいたくて、学校では常にいい成績をとるようにし、問題は一切起こさない「 いい子」 でいました。

そんな私も大人になり、結婚して親となりました。育児は緊張の連続で、不安な事ばかりでした。特に一人目の時は手探りで、親

子して泣いていた事が今となっては懐かしい思い出です。子を持つと親の有難みがよくわかるといいますが、まさにそうでした。

「 私は誰にも迷惑かけないで生きてきた」 なんてお門違いで、手がかからなかったと言っても、ケガや病気をすれば看病をし、食

事・ 洗濯・ 学費etc …、当たり前のように住む家があって、暖かい布団で寝る すべては両親のおかげでした。

障がいのある姉に対してもお門違いでした。ずっと自分の方が偉いといわんばかりに接していましたが、思い返せばやはり「 姉」

でした。一番上の姉が言ったことに対してはすぐに言うこと聞くのに、私が同じことを言っても、まったくやりません。でも、こち

らが下手に出るということを聞いてくれます。私がイライラしながら接すると、イライラを返し、私がやさしく接すると、穏やかな

表情でいてくれます。障がいのある姉は、一番上の姉が泣いていたり、具合が悪い時はそばに行ったりしませんが、私が泣いていた

りするとそばにきてくれました。姉の中で私は間違いなく「 妹」で、「 守るべき存在」 であったのだと思います。障がいがあっても、

自分の意思は何一つ言葉では表せなくても、その心の中には「 意思」や「 思い」があったのだと自分自身が大人になってから、また

この仕事についてから気づきました。

支援職でない私は、支援のことは正直わかりません。頭で理解してできるものではなく 、センスも必要なのだと思います。私に支

援職は絶対できません。（ 支援職員の皆さま、心から尊敬します） でも障がい者を持つ家族の気持ちは、ご利用者のご家族と変わら

ないものを持っていると思います。両親が高齢となり、障がいのある姉のことも考えると正直不安しかありません。ご家族の皆様も

同じだと思います。その不安を払拭するためにも、これからも本部またかがやきの事務職員として、ご家族の立場に寄り添ったサポ

ートをしていければと考えております。今後共々 よろしく お願い申し上げます。

法人本部

「福祉×〇〇」 と題し、各施設の魅力を前面に出しました。

以前よりも対外的な面を重視した作りとなっていますが、「 まちだ育成会」 が考えている「 今」 そして「 未来」 を

発信していきます。是非のぞいてみてください!! URL  http://machida-ikuseikai.net/

日本の人口は2008 年をピークに減少に転じています。人口が減れば、労働力不足となります。この労働力不足を解

消させるため、働き手を増やし、出生率を上昇させ、労働生産性を向上させる必要があります。これを実施させようと

する政策が「 働き方改革」です。厚生労働省では具体的な取り組みとして ① ②、 非正規雇用の待遇格差是正 長時間労働

③の是正 柔軟な働き方ができる環境づく り etcがあります。

まちだ育成会では「 国が進めるから」「 法律が変わるから」 だけではなく 、福祉業界で

の健康に留意しながら働く とは、またどんな働き方が可能なのかを意見・ 提案・ 整理

するワークライフ委員会を立ち上げ、様々 な問題の検討を行ってきました。その中で

有給休暇の使い方について話し合った際、「 家族が感染症などにかかったときのために

有休は残しているから、自分の為になんて使えない」「 感染症休暇みたいなものがあっ

たらいいな」 といった意見が上がりました。

その意見を法人に対し上げたところ、柔軟な働き方ができる環境づく りの第一歩とし

てこの度、 を施行することとしました。この規程

は職員本人・ そのご家族などが感染症にかかりその介護等の為仕事をお休みしなけれ

ばならないとなったとき、有給休暇を使わず出勤とみなすといった制度になります。

これからもまちだ育成会は、ご利用者・ ご家族・ 職員のために、コンプライアンスを徹

底し、健全で安定した運営を行ってまいります

ワークライフ委員会よりもう一つ「 まちだ育成会は永年勤続表彰制度が無い。」 という意

見があり、委員会で制度構築へ向け検討を重ね経営会議へ提出されました。意見を受け、

法人としても検討した結果、この度まちだ育成会に永年に渡り勤続し、法人発展に貢献さ

れた職員に対し感謝と敬意を表し表彰をする機会を設けることとなりました。



★ １泊旅行★
毎年、ご利用者に希望を伺い行き先を決め、今年は千葉

へ行ってきました！台風のつめ跡が残る千葉県。早い復

興を願いながら、楽しい旅行をしてきました。

● ●正月飾り・干支製品制作
畑で育てた稲を使い、職員が考えたデザインで毎年制作しています。ご利用

者と職員が部品作り、販売と納品にかかわりながら、藕絲館全員で取り組ん

でいます。毎年好評を頂き、たく さんのご注文を頂いております。

鴨川シーワールド●

● ●正月飾り・ 干支製品制作

●ホテル三日月

ハチミツ工房●



晴天の中たく さんのお客さまが遊びに来て

くれました！職員も利用者もガチの仮装！

♡舞台を盛り上げてくれた方々 にも感謝

来年も楽しみにしてく ださいね

新しい干支の置物が出来ました

靴の中から顔を出したねずみが

なんとも可愛い！

ちび干支も毎年好評です

販売場所

美術工芸館・ 大賀ぐうし館・ 心和・ 木花

ちび干支は町田天満宮・

菅原神社でも販売して

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！

9 月はかがやき祭り、10 月は生活活動部門にて一日外

出活動、11 月はスポーツ大会に参加しました！

今月はこの３つをご紹介！！

生活活動部門ではご利用者の毎日が

充実したものになるように

毎月イベントをご提供しています。

10 月は皆さん大好きな一日外出！

和太鼓が鳴り響く中まつりスタート！

今年はご利用者の皆で話題の

♪「 パプリカ」 を踊りました

いっぱい練習したダンス

お店からは元気な呼び声

今年もかがやきらしい楽しいお祭りでした�

スポーツの秋！

11 月は町田市のスポーツ大会

に参加しました！

大玉転がしやスプーンリレー、卓球

やボッチャなど色々 な競技に

♪参加してきました

白熱した勝負に

大盛り上がりの一日でした！

来年も優勝目指して頑張るぞ



10月１２日（土）１３日（日）１９日（土）と、こころみではしいたけ狩りが行われました。

ところが１２日は何と台風直撃！！（ＴωＴ）の中での開催！！

それでも１３日と１９日はお天気に恵まれてたくさんのお客様にしいたけ狩りを楽しんでいた

だけました♪

11月9日（土）にはしいたけ祭りが開催！お天気もよく、予想をはるかに上回るお客様

にお越しいただきました(∩ ∀´ ｀ )∩ ありがとうございました！！
ご協力下さいました皆様にもこの場を借りてお礼申し上げます。



ご存知ですか？

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

「 障害者手帳の種類」 についてご案内します。

～「 障害者手帳」 には、3 つの種類があります～

☆ 身体障害者手帳 ☆ 愛の手帳（ 東京都療育手帳） ☆ 精神保健障害者保健福祉手帳

忠生地域障がい者支援センター・ 計画相談とびら

☆ 精神障害者保健福祉手帳について
〇交付の対象となる方とは？

精神障がいのある方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳です。障害の程度により1級から3級

の区分で手帳が交付されます。

〇お問い合わせ先

・ 町田市役所 障がい福祉課 支援係

☆ 身体障害者手帳について
〇交付の対象になる方とは？

身体に障害のある方が福祉的サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類（ 視覚・ 聴覚・ 平衝

機能・ 音声言語又はそしゃく機能・ 肢体不自由・ 心臓・ 腎臓・ 呼吸器・ ぼうこう又は直腸・ 小腸・ 免疫機

能・ 肝臓） や程度により１級から６級の区分で手帳が交付されます。

〇お問い合わせ先

・ 町田市役所 障がい福祉課 福祉係

・ お住まいの地域の障がい者支援センター

☆ 愛の手帳（ 東京都療育手帳） について
〇交付の対象となる方とは？

知的障がいのある方が福祉的サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により1度から4度

の区分で交付されます。

〇お問い合わせ先

・ 18 →歳未満 東京都八王子児童相談所

・ 18 →歳以上 東京都心身障害者福祉センター

東京都心身障害者福祉センター 多摩支所

町田市授産場

町田市授産場は、 1971年に町田市の事業として開始、
1981年に授産センターに移転、 2007年に市の事業を
まちだ育成会が受託、指定管理者として事業を継続して
まいりましたが、諸般の事情により本年度をもって閉所が
決定されました。

長年のご理解とご協力、ありがとうございました。

施設長 齊藤喬
職員一同



「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.j p

～お問合せ～

職員の入退職がありましたが、ご利用者もすぐに打ち解けることができました。

またショートステイのクレヨンのご利用者に対しても、法人内のご利用者であることからか、お互いに声を掛け

合うなど、いい刺激になっています。

2019 年度上半期は書ショートステイのご利用者が増えたこともあり、余暇行事が少し減ってしまいましたが、

９月にはかがやき祭り、10 月には美工フェスティバルと通所施設のイベントに参加し、お祭りを楽しみました。

2019 年の始まりに入所希望アンケートを行い、春には面談・ 聞き取りを行い、５

月末正式な利用申し込みの受付を行いました。利用者選定会議を複数回行い、検討

に検討を重ねた結果、８月末にはご利用者内定に至りました。建物建築については、

オーナー型ではありますが、順調に進んでいるとのご報告をいただいています。

【 今後のスケジュール】

1 月 設備備品発注・ 建物完成

2 月 設備備品等納品・ ネットワーク工事

3 月 建物引き渡し

4 月 開所

オープニングセレモニーなども予定されています。



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、社会授産施設「 町田市授産場」 の運営も行っています。平成27年には、グループ

ホーム「 にじ レッド館」が開所されました。また、相談事業も開始され、徐々 に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、平成30 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、「 ブルーレイレコーダー」「 ワン

タッチテント 」「 折りたたみイス」 など、総額536 ,980 円の支援をさせていただきました。それぞれの支援

物品は、各施設での行事等で活用され、地域の方々 との交流も進むことと思われます。

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、127 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。

～後援会は、皆様お一人お一人のお気持ちが原動力です。～

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】 2019 年も終わろうとしています。年々月日が経つのが早く感じます。「それだけ毎日が充実している証拠!!」と自分

に言い聞かせ、「決して歳のせいではない」と、自分に暗示をかけています(笑)

「がっしゅうこく 」の表紙は毎号ご利用者の絵を掲載しています。募集をかけ、ご提出いただいた沢山の力作の中から、発行月の

イメージに合うもの広報委員で選ばせていただきました。とても個性があふれまく っていて、絵を見ただけで誰が書いたかわか

ったり、いつもは元気いっぱいの方がとても緻密で繊細な絵を描かれていたり、紙をはみ出して芸術を爆発されていたり、本当に

個性あふれる大作ばかりでした。今後も掲載予定ですので、そちらも乞うご期待!! （N.T）


