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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。

私たちは、ご利用者の人としての尊厳を大切にします。

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。

まちだ育成会 基本方針

まちだ育成会 基本理念

『がっしゅうこく』の2020年度が始まりました。

コロナに負けず❕”』
まちだ育成会 理事長 齊藤 喬

新型のコロナウイルスの影響は、地球儀の隅から隅まで、多大で

深刻な嵐を巻き起こしています。私たちは心寄せ合って生きるこ

との意味について、尊く多くの犠牲を払いながらも、もう一度考

える機会を与えられました。地域や歴史、環境や文化などさまざ

“まですが、こうした共通の危機に直面して、 支えあうこと、理

”解しあうこと、命と個性を尊重しあうこと の重みを痛感させられます。

私たちの地域、隣人、家族、友人、仲間、同僚、先輩後輩に思いを馳せつつ、自分の人生、生きるこ

とについて考えてみようではありませんか。忙しさの中で、つい見失ってきたこと、先送りしてきた

ことなどを考えてみようではありませんか。テレビではやれ「 お家で何かを始めよう！」 とか「 何か

を学ぼう」 とか「 ライフスタイルを見直す機会」 とか言っていますが、とても難しいことです。何し

ろ、今までできなかったことです。長期戦になるからと言ってできるものでもないような気もします。

『 がっしゅうこく 』の紙面をご覧いただきながら、ゆっく りとご一緒に考えることができればと思い

ます。

コロナは大変不幸な出来事ではありますが、今、いろいろなことを考える、このきっかけをいただき、

皆様とともに、さまざまな世界の『 道標』 を探したいと思います。

さあ、みんなで、コロナを乗り越えましょう！

まちだ育成会 職員憲章



法人本部

前号でもお知らせしましたが、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行いました。今回の表彰はまちだ育成会の前身事業所時代から勤続している方なども含め、

総勢26 名の表彰となりました。

今回表彰の大賀藕絲館職員です

2020年4月現在、国より「 緊急事態宣言」が発出されております。期間は2020年4月13日～5月6日までとなっ

ております。ですが緊急事態宣言が解除されても、ウィルスがなく なるわけではありません。特効薬やワクチンの

開発がなされるまでは、外出を控えたり、マスクをしたりといった「 自粛」 は長いスパンで必要と思われます。

法人としましては、① ②集団での感染リスクの軽減 公共交通機関使用による感染リスク ③の回避 外部との接触によ

る感染リスクの回避を重点項目とし取り組んでおります。換気や消毒はもちろんの事、開所時間を短くし、作業中

ご利用者同士の距離を広く とったり、自主通所のご利用者の送迎利用を促したり、また販売店を休業にするなど、

ご利用者ができる限り普段と変わらない生活ができるよう、また感染リスクを少しでも減らせるよう、日々 模索し

提供しております。

今後につきましては、国や都の対応を鑑みての対応とはなりますが、これからも細く長い施設運営ができます様、

皆様のご理解・ ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

昨年度は大きな項目として「 労働環境の充実」「 新規グループホームの開設準備」「 ネットバンキングの活用」「 消費

増税へ対応」 を取り組みました。今年度は法人組織の機能強化として、「 共生社会に向けた取り組み」「 人材確保、

育成、定着の強化」「 組織内情報の即時性と濃度を上げる」「 業務見直し、経費削減の強化」 に取り組みます。

その中でも「 共生社会に向けた取り組み」 では、今後人口の減少、高齢人口の増加などの社会課題に障がい者が取

り組み、障がい者が社会に触れる機会を増やし、社会貢献への取り組みを作業や活動にしていく ことで、障がい理

解を促進していく仕組みを作ります。

また「 人材確保、育成、定着の強化」 では管理職、中間層の人材育成の強化を中心に研修制度を整備します。その

他本部から職員一人ひとりへ情報発信できる仕組み作りをテクノロジーの活用を行い、情報の平準化を図り、情報

格差を解消します。



毎年、1月初めにご利用者、職員、ボランティアさんが集

まり、みんなで食事をしたり、出し物やダンス、獅子舞の

登場や太鼓の発表等があり、新年を迎える楽しいひととき

を過ごしています。

ご利用者の希望を伺って、内

容を決めて活動をしていま

す。１年間で１０回行ってい

ます。みなさん、クラブをと

ても楽しみにされている様

子です。

・アートクラブ・スポーツクラ

ブ・MMFクラブ・リラックスク

ラブ・ウォーキングクラブ

・クッキングクラブ・アドベン

チャークラブ



白いボールの近くに投げれば勝ち！

単純明快なルールだけど奥が深い！

ワンセットのお値段聞いてビックリ！

なんと８万円！

２月の土曜日活動で美術工芸館にてボッチャの体験会がありました。

みなさんボッチャって知ってますか？

初めての人でもわかりやすく、老若男女問わずメッチャ盛り上がるスポー

ツでした！施設対抗でボッチャ大会が出来たら、楽しそうですね。

なんてったって、小木曽施設長＝ボッチャ！

ボッチャのことならなんでも小木曽施設長に聞いてください

ルール

優勝チーム

素晴らしい

フォーム！

何のポーズ？(笑)

お昼はかつ丼

食べたよ！



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！

2020年の初めは行事が盛りだく さんです！！

資源活動チーム

K． Iさん

かがやきには今年2 名の新成人ご利用者の方がいらっしゃいました！

★かがやきご利用者・ 職員総出でお祝いしました

祝
とても明るく て人懐っこく て、

皆のことをいつも心配してく れ

る優しい ♪方です

ずっとそのままでいて下さい☆

甘え上手で愛されキャラ♪
でも困っているとカッコよく

助けてくれる、頼りになるお兄

さんです！

販売チーム

A．Tさん

室内チームは今年の目標を発

表して、外で運動して味の民芸

でランチ、カラオケ大会も！

♪盛り沢山でした

資源チームはボーリングと鹿

島神宮に行きました！

高得点を狙いました！

栽培チームは電車に乗

って高幡不動へ！

お願い事をした後はそ

れぞれ好きなもの食べ

♪に行きました

販売チームは南町田のグラン

♪ベリーパークに出かけました

買物をいっぱい楽しみました☆

今年はかがやき全体でカラオケに行きました！

♪歌うのが大好きなかがやきメンバー

いっぱい盛り上がりました！



こころみ
2020年度がいよいよスタートしました！

残念ながら、こころみに新しい利用者さんは入所されません

でしたが、七国山では、今日も皆元気一杯で作業しています！

２０１９年度、最後のビックイベント

♪一泊旅行 山梨へ行きリニア見学。

富士急ハイランドも元気１００％で

楽しみました♪

こころみでは現在、最後の追い込み

植菌の真っ最中です！今年の原木は

約3,900 本！心を込めて駒打ちしています♪

いつも野菜販売にご協力ありがとう

ございます。昨年度に引き続いて

各施設へおいしいシイタケと野菜を

お届けできるように頑張ります！

オー( 0̂ ^ )/～



「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～

クレヨンレッド館は事業開始から 3 年が経過し、徐々 に利用者数・ 利用日数共に増えています。慣れた顔と知っ

ている場所での支援を受けることで、少なからず不安も減少し、利用が広がっています。

またクレヨンオレンジ館の短期の入所事業の開始時期は、ご利用者の気持ちや、新たに採用した職員が多くなるこ

ともあるので、生活に慣れ、職員に慣れ、職員も落ち着いて支援ができるようになった段階とします。

短期入所事業は、いろいろな体験をしていただき、将来に備える心構えを体得していただけるように支援していき

ます。（ 施設長 齊藤 喬）

にじ レッド館 オレンジ館
ショートステイ クレヨン レッド館 クレヨン オレンジ館

グループホームにじオレンジ館は、引っ越しが

完了したご利用者もいらっしゃいます。何もな

かった部屋に、生活用品が入り、ご利用者の話し

声やご飯の匂いが建物全体に広がるようになり

ました。まるでオレンジ館が目を覚ましたよう

です。また、近くに小田急線の線路が走っていま

す。窓からも走る電車の姿を見ることができ、電

車好きにはたまらないＧＨです。レッド館同様、

明るく 、楽しく 、安心できる「 家庭」を目指しま

す。

5/6 までは

臨時休業中です

開店についてはお問

い合わせください。



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。

ご存知ですか？ ガイドヘルパー

名称は、町田市障がい者等移動支援事業といいます。

障がいがあり、ひとりで外出できない方にガイドヘルパーが派遣される事業です。

ヘルパーは道案内や移動の手助け、外出のときに必要となる身の回りの介護などを行います。

2020 年4 月1 日に改正され、月20 時間利用できることになりました。

利用できる人は

１人で外出が困難な中学生以上の方で、下記のいずれかに該当する方です。

①愛の手帳をお持ちの方 ②精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
③身体障害者手帳をお持ちの方で、肢体不自由の障がい程度が１級かつ両上肢及び両下肢の機能障がいがあ
る方、またはそれに準じる方。

※介護保険制度対象の方や行動援護などの外出に利用できるサービスの支給を受けている方などは利用で
きません。他にも利用できない場合がありますのでお問い合わせください。また、身体介護を利用するため

には条件があります。

どんな時に使えるか

・ 社会生活を営む上で必要不可欠な外出

… 公的機関、金融機関等社会生活上必要な施設の利用
・ 余暇活動及び社会参加促進のための外出

… カルチャーセンター、映画館、遊園地など
・ その他、特に必要とみなされる外出

※通勤、営業活動等の経済活動、通園、通学、通所など
には利用できません。宿泊する場合も利用できません。

費用はかかるか

利用者負担はありません。ただし、時間超過の場合やヘルパー

の交通費や入場料等の実費については負担が生じることがあ

ります。実費の詳細は、ヘルパー事業者へ確認してく ださい。

申請期限は

利用希望月の前月１５日までに申請が必要です。

月20 時間の管理方法や利用できる事業所についても 4 月1 日から変更となりました。詳しくは、

町田市障がい福祉課支援係またはお住まいの地域の障がい者支援センターまでお問い合わせください。

とびら（ 忠生地域障がい者支援センター） でもご案内いたします。

忠生地域障がい者支援センター・ 計画相談とびら

申請から利用までの流れ
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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、2019 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、「 シューズロッカー」「 デジタルカメ

ラ」「 掃除機」「 空間除菌」 など、総額534 ,602 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、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。

～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】 2020 年度が始まりました。年度初めは気分も新たに、「明るく元気にスタート‼ 」と思っていた矢先、新型コロナウィ
ルスの感染拡大を受け、日常生活に様々な制約がある中でのスタートとなってしまいました。法人施設内で感染者が出ないこと

は、ご利用者・ご家族・職員が一丸となって感染拡大防止に努めているからだと思います。皆様本当にありがとうございます。

少しでも不安な暗い気持ちを払拭できればと思い、広報委員は明るい紙面づく りに励みました。それぞれの施設のカラーが、よ

く出ています。施設の雰囲気の違いを感じながら、広報誌をお楽しみいただければと思います。（Ｎ．Ｔ）


