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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。

まちだ育成会 基本理念

お世話になっております。

大賀ぐうし館の清水愛です。

私の支援歴でのエピソードをお話しできればと思います。

20代初めから障がい者支援に関わり、あっという間に

過ぎていく 日々 。そして、20代の時には役職に就くなんて、

考えてもいませんでしたが、大役を頂き奮闘しております。

支援歴3年目の頃、GHにお住まいの方を担当していました。彼女は色々 な事情で、ご家族と離れて暮らし

ていました。母から受けた辛かった思い出もあると聞いていました。

お姉さんが同じ市内で暮らしており、お母さんが病の為、死が近いという事を聞いて、私は彼女と何度かお

母さんのお見舞いに行っていました。そして、とうとう亡く なりそうだとお姉さんからGHに夜電話が入り

ました。ただ、GHの職員は一人。お姉さんもお迎えには来れず、誰も彼女をお母さんの病院へ連れていく こ

とが出来ません。私は上司に電話をかけ、私が連れて行ってはダメか、と駆け寄りました。上の判断は、朝

になったら病院へ行きなさいという事でした。翌朝、すぐに彼女をお母さんの病院へ連れて行ってあげまし

たが、お母さんの死目に合わせてあげることは、出来ませんでした。

もう15年以上前の事ですが、私は今でも彼女を母親の死目に合わせてあげたかったという思いで胸がい

っぱいです。こんな経験を積み重ね、ご利用者や子供たちには、何かやれることがあると、思い立ったらす

ぐ動く タイプの人間になっていました。やれることはやる。いつ死ぬか分からない。死んでも悔いなし。そ

んな思いで日々 、仕事をしています。だから、いつでもバタバタです！

ぐうし館に1７年程いますが、皆に頼られ、泣きつかれ、話を聞き・ ・ ・ なんでそんなことなるの～！！と

いうエピソードも満載の日々 です。楽しい職種だと思います。これからも、ご利用者と職員の笑顔や活気あ

る施設、法人でありたいと思っております。



法人本部

2020年度も9月に希望者を対象とした、「 ご利用者健康診断」 が3日に分けて行われました。

藕絲館 8日(火) 美術工芸館 18日(金) かがやき・ こころみ 30日(水) に総勢143名の方が受診されました。

健康診断を受けるメリットは、病気の早期発見やまたその予防ができるだけではなく 、疾病の予防・ 早期発見により、

長期入院・ 長期治療をしなくて済むので、本人はもちろん、家族にとっても負担が少なくなります。

またご利用者の皆さんは、病院への抵抗がある方も多くいらっしゃいます。ですが普段

慣れている施設で、いつも一緒のご利用者・ 職員が居れば、心理的負担も少し軽減される

ことと思います。

実際「 いままで受けられなかった採血ができた」 などのお声を聴く ことができました。

まちだ育成会では、今後もご利用者や職員の健康を守るため、健康診断の実施やインフル

エンザワクチン接種など、様々 な取り組みを行って参ります。

新型コロナウィルスの感染拡大も懸念されます。引き続き健康管理にはくれぐれも

ご留意ください。

まちだ育成会では今年度より職員向けの研修制度として、障がい者支援者向けオ

ンライン研修サービス「 Special Learning」 を取り入れました。

①研修に参加してほしいけれど、非常勤職員などは時間が合わずなかなか受けて
もらえない。職員本人も受けたくても受けられない。

②新型コロナウィルス感染症など、人混みは不安。
③講師依頼や研修内容がマンネリ化してしまう
④新卒者の採用を行いたいが、社会人としてのスキルまで教えられるか不安
など、様々 な問題点があります。

空いた時間やどんな場所でもサクッといろんな研修が受けられる、そんなシステムはないかと探しておりましたとこ

ろ、「 これからの時代にフィットする研修のカタチ」 ということで、この研修制度を取り入れました。

法人全体の職員が研修を受けることにより、支援力や人間性、社会性のスキルアップをし、さらなるサービスの提供に

つながればと考えます。

毎年度2回のペースで行って参りました「 法人保護者会」 ですが、9月に予定されていました保護者会につきましては

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、「 中止」 となりました。

「 高齢に備える」と題し、ご利用者ご本人やご家族の皆様の高齢化が進むことによって生じる、様々 な問題や不安につ

いて話し合いを行って参りました。

「 後見人制度」 や「 グループホーム」「 短期入所」 など、「 まだまだ先のこと」 では

なく 、「 いつ必要になっても大丈夫」 な状態にするため、通所施設側等と一緒にその

準備ができればと考えます。

また、法人保護者会は「 法人側」 との意見交換の場でもあります。施設職員だけでは

なく 、理事長をはじめ法人全体の管理者も出席させていただいておりますので、普段

お話する機会の少ない保護者の皆様とも直接お話ができる、貴重な機会ととらえてお

ります。

次回開催は未定ではございますが、開催される際には多くの保護者の皆様と意見交換

ができればと考えておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。



栽培から収穫,そして加工まで

たとえコロナ禍だろうと、みんなの愛情に

育まれて、藕絲館の畑の植物たちはぐんぐん

生長しました！ 花束やドライフラワー、

ジャムや花餅にしてお客様にお届けしていま

す。紅花祭りも蓮祭りも中止になっちゃった

けど、コロナに負けずにみんなで頑張って

取り組んでいます

ハスの実工房も
フル稼働で頑張ってます！！
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ブルーベリー

ブラックベリー

ラグラス

紅花畑のくい打ち

紅花の切花販売

ブラックベリーのジャム

～畑作業のご紹介～

花餅作り

★ シフォンケーキの注文販売★
5 月からチラシを配って注文販売

を始めました！ おかげさまで

6 月は994 個のご注文を頂きま

した。引き続き受付中です～！！

麦

蓮の生花販売

★ ハスの実おこわと
蓮の実味噌の販売★

通常は蓮祭り限定販売ですが、今

年は法人内施設にチラシを配って

注文販売をしました。ご注文頂い

た皆様ありがとうございました。

畑の水やり

内職作業もやってるよ！

藍染講習会

★ 缶つぶし作業★
各自家から持ち寄った

空き缶をきれいに洗っ

て干してから、プルタブ

を取って選別し、一気に

つぶします！

ソーシャルディスタンス

にも気を付けました。

お菓子やたばこの

箱折り、お菓子の

封入、マスクの封入

などを流れ作業で

丁寧に行なって

います。



美工コロナ対策

ソーシャルディスタンス（ 社会的距離）

美工では作業中、食事中にアクリル板の仕切りを使っています。

アクリル板に海の絵、山の絵を描きました。

そんな声を聴いて美工は夕涼み会を開催しました。今年度初めて

の行事！人数制限をして２日に分かれてゆっく り楽しく 過ごし

ました。

ある利用者さんのつぶやき・ ・ ・

今今年はコロナ・ コロナでつまらないなぁ流しそうめんも、納涼も旅行も中止・ ・ ・

早早く コロナ終わらないかなぁ

仕事中はマスクをつけます

美工で初めての行事

に参加しました。

今回のお食事は橋本フレンチ

Bistro    Masa    Kiwami
特製弁当です。美味！！

花火すごいな！！

綺麗だね★★

吹き出し花火２０発





かがやきでの栽培部では、今年初めて紙すきの作
業を行いました！初めて牛乳パックを煮たり、ち
ぎったり・ ・ ・ ・
利用者の皆さんも職員も興味津々 です・ ・ ・ ＾ ＾

利用者の皆さんで細かく 裂いた牛乳パックをミキ

サーでさらに細かく します。

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！

初めて作ったはがきはゴワゴワしてました！も
っと練習をして製品になれるように頑張ります
＾ ＾



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？ 町田市で配布している

「 ヘルプカード」 と「 ヘルプ手帳」
障がい等の援助を必要とする方が携帯し、

いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。

「 ヘルプカード」 と「 ヘルプ手帳」 の使い方

「 ヘルプ手帳」 は個人情報を記載するため、カバンの中などにしまい、無く さないように持ち歩きます。

自分で「 ヘルプ手帳」 の提示が難しい方は、「 ヘルプ手帳」 自体をカードケースに入れ、

カバンにつけて持ち歩く ことも可能です。ただ、紛失には十分ご注意ください。

配布場所

・ 町田市障がい福祉課

・ 障がい者支援センター（ 対象地域でなく ても受け取れます）

「 ヘルプカード」「 ヘルプ手帳」 と合わせて、

「 カードケース」「 ヘルプカード・ ヘルプ手帳使い方」 も配布しています。

※配布対象は町田市内在住の方に限ります。

今回ご紹介した「 ヘルプカード」 と「 ヘルプ手帳」 は町田市で配布しているものです。

都営地下鉄各駅などで配布しているシリコン製の「 ヘルプマーク」 や、

町田市で配布している「 災害時等障がい者支援バンダナ」 はご存じですか？

次回は、「 ヘルプマーク」 と「 災害時等障がい者支援バンダナ」 についてご紹介する予定です！お楽しみに！

ヘルプカード（ プラスチック製のカード）

カードケース（ 別配布） に入れて

カバンなどにつけて持ち歩きます。

周囲の人から気づきやすいところに携帯し、

裏面に「 ヘルプ手帳の収納場所」 を記載します。

ヘルプカード裏面

ヘルプ手帳（ 紙製の冊子）

いざという時に提示しやすい、

援助する人が見つけやすい場所に収納しておきます。

援助する人に伝えたい情報

（ 氏名・ 連絡先・ 障がい状況など） を記載します。

ヘルプ手帳内容（ 一部抜粋）



「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～

2020 年4 月から入居が始まったオレンジ館は、ご利用者も職員もその日々 に慣れてきました。新型コロナウィルス感

染症の流行がなければ、土日に外出などもっと自由な時間が過ごせるのではないかとは思いますが、GH内でそれぞれの

時間を過ごされています。個性もすっかり出てきて、ご利用者が「 素」 で居られていると思うと、職員も少し安心である

とともに、「 苦戦」 を強いられることもあり、日々 勉強の毎日です。

また、ショートステイ クレヨンオレンジ館の運営も始まりました。現在はレッド館よりオレンジ館の方が、日程が埋

まる傾向が見られます。新しいご利用者が来られると、職員もご利用者もテンションが上がります。緊急時はもちろんの

事、将来の生活の練習にSSをご利用いただければと思います。

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

【 利用できる方】「 愛の手帳」 をお持ちで「 短期入所」 の支給決定を受け

ている18 歳以上の方（ 身体介護のある方は個別にご相談ください）

風邪などの伝染性疾患に罹患していない方・ 医療的処置の必要のない方

【 利用登録】 ①利用登録申請書の提出
申請書の提出をいただく と、手続き書類をお渡しします。

②手続き書類の提出
③事前面談
④利用契約（ レッド館・ オレンジ館それぞれ契約が必要です）

【 利用方法】 利用登録が終わると、利用の申し込みができるようになります。

利用希望される月の前月1 日までに利用申込書を提出してください。

【 利用料金】 食費 1 日： 1 ,050 円（ 3 食） 水道光熱費 1 日： 380 円 その他： 実費



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】 法人広報誌第５号の発行となりました。今年度は新型コロナウィルスの影響で、様々な行事が中止となっておりま

す。マスク着用や消毒、外出自粛など、様々な制限がある中、ご利用者の皆様の気持ちが少しでも晴れやかになるよう 、各施設試

行錯誤しながら、「楽しい時間」の提供に力を入れています。一堂に会してというわけにはいきませんが、回数を多くすることによ

り、安心して皆さんに楽しんで頂ければと思っています。いつもよりは写真が少ない紙面となりましたが、皆さんの元気な様子は

感じていただけると思います。次号はもっとたくさん明るく楽しい …様子が載せられますように （N.T）


