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 第５３回新年親子の

集いがハートセンタ

ー体育室にて開催さ

れ、本人、会員、職員

や 来 賓 を 含 め 約 

名が参加し、かとう

アートバレエのみな

さんとダンスで新年

を祝いました。 

職員出し物は、今年活動を休止する嵐のヒットメドレー。 

練習の成果を披露した６名のみなさんに声援と黄色い歓

声が上がっていました。 

ねずみ年生まれの

みなさんによる「新

年の誓い」では、文

字で気持ちを表現

する方もいらっし

ゃいました。 
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第４７回「成人

式」が開催され、

育成会からも６

名の新成人が誕

生しました。 

長崎市心身障害者団体連合

会松村会長よりお祝いの品

を受け取る笹本愛結さん。 
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令和 2 年 新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い

申し上げます。 

 

昨年は長崎市手をつなぐ育成会創立 60 周年記念の年としての 1 年間

で、丁度令和と元号も変わり、これまでの年月を振り返りながら、そして

新しい時を見つめて、これからも変わらぬ歩みを続けていくことを確認

された 1 年だったのではないでしょうか。 新年親子の集いや運動会では

本人さんたちの笑顔が印象的でした。また総会では、親御さんが亡くなられて当法人のグループホーム

で生活をしておられる本人さん 4 名のシンポジュウムを行いました。親御さんが亡くなられても、職員

たちの支援を受けながら生き生きと自信をもって生活をしておられる様子が会場の感動を呼びました。

また、11 月には記念事業最後の内容で、全国手をつなぐ育成会連合会の久保厚子会長をお招きしての記

念講演会を開催することが出来ました。育成会が置かれている現状や今の福祉の状況を客観的に分析し

解りやすくお話しいただきました。久保会長は、日々国との重要な交渉や会長として東奔西走のご活躍

されており、そのエネルギーと知力そして障害者福祉への並々ならぬ情熱を感じ、次の 70 年にむけて

の決意を新たにしたのは私だけではなかったのではないでしょうか。そのようにして 60 周年記念の年

は終わりました。 

最後に本人さんたちのメッセージ一杯の記念誌がもうすぐ出来上がります。お手元に届きましたら、ご

覧になってください。 

 さて、今年 5 月、保護者、利用者の皆さんが熱望されていた南部のグループホーム「ケアホーム陽香

里」がやっと完成します。第 4 次 5 か年計画でも、南部グループホームは実現化させたい計画でしたが、

やっと建設という運びになりました。南部にもう一つ拠点を置きたいという法人として考えもあります

し、ケアホーム陽香里が利用者の皆さんに満足していただけるホームとなりますよう担当者一同頑張っ

てまいります。 

それから、長崎市育成会の今年のもう一つの目玉事業としては、やはりキャラバン隊の活躍を期待せず

にはおられません。このキャラバン隊は色々なパフォーマンスやワークショップを通して、知的障害を

疑似体験していただき、知的障害についての理解を深めていただく障害理解啓発活動として全国各地の

育成会で取り組みをすすめています。長崎市育成会も一昨年の 8 月から活動をスタートさせました。福

祉の現場の方は勿論、教育現場の先生方や長崎大学の学生さん、県育成会の地域啓発研修事業として、県

下各地域の行政の方や民生員さんなどの研修として出動のチャンスを得ています。あと中学生の授業で

も取り上げていただき、今 21 回の出動回数となっています。年が明けてもすでに予約もあり、今後の活

躍が期待されるところです。終了後のアンケートでも、知的障害を疑似体験したことへの驚きや実感が

上がっており、満足した感想を多くいただいております。障害に対する正しい理解が、真の共生社会づく

りへの第 1 歩になると信じています。差別のない社会を作る一助となるよう頑張ってまいりますので、

今後ともご支援ご協力をお願い申し上げます。 

長崎市育成会が目指す 共に手をつなぐ「インクルーシブ地域生活」の実現に向け、今年も皆さまとと

もに歩みを進めていきたいと考えております。 

それこそ、70 周年に向けての第 1 歩ということになるでしょうか。 

それでは、今年も皆様にとって良い年となりますようにお祈りいたします。 

 

「新年親子の集い」あいさつより 

新年に想う…理事⻑ ⾕ 美絵 
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＜育成会 ING＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲△『ケアホーム陽香里』説明会が開催されました△▲ 

 
  去る 1 月 25 日(土)、ハートセンターにて、現在建設が進んでいます南部地区のグループホー

ム（名称：ケアホーム陽香里）の建設・事業概要、サービス内容などの説明会が開催され、１５家庭

２０名の方が参加されました。今後の日程は以下のとおりです。 

 

  ○令和 2 年 2 月 8 日…入居申込締め切り 

  ○令和 2 年 3 月 10 日…入居者決定 

  ○令和 2 年 4 月中旬…入居者説明会 

  ○令和 2 年 5 月上旬…見学会 

  ○令和 2 年 6 月 1 日…事業開始 

●○60 周年記念誌がいよいよ完成します○● 

 
  令和元年は、育成会創立 60 周年の年でした。前年度から記念誌編集委員会で準備を進めて

きましたが、もう間もなく記念誌が完成します。この 3 月に広報誌「あじさい」と一緒に会員の皆

様のお手元に届きますので、ご一読いただければと思います。 

◆◇年度末に理事会、運営協議会を開催します◇◆ 

 

  例年どおり、年度末の理事会及び運営協議会を以下の日程で開催します。 

 

  ○第４回理事会 

   ・日時：令和 2 年 2 月 20 日(木) 14 時～ 

   ・場所：育成会生活支援センター会議室 

   ・議題：令和元年度第 2 次補正予算案、管理職者任用、諸規程の一部改正 

 

 ○第５回理事会 

   ・日時：令和 2 年 3 月 26 日(木) 14 時～ 

   ・場所：育成会生活支援センター会議室 

   ・議題：令和 2 年度事業計画、令和 2 年度当初予算案、サポ協理事会 

 

 ○第２回運営協議会 

   ・日時：令和 2 年 3 月 28 日(土) 14 時～ 

   ・場所：育成会生活支援センター会議室 

   ・議題：令和 2 年度事業計画、令和 2 年度当初予算案、サポ協評議員会他 
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 ことしはねずみ年ですね。ねずみ年⽣まれの特徴は「真⾯⽬にコツコツと働き、倹約家でもあるので若
いうちからお⾦が貯まる」と⾔われています。また「適応能⼒が⾼く、コミュニケーションもうまいので
周囲の⼈を惹きつける」そうですよ。当たっていますか？今年も新年親⼦の集いに集まった年男、年⼥の
みなさんに今年の抱負をインタビューさせていただきました。みなさん、どんな抱負をお持ちでしょう
か？ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

健康第一で頑張りま

す。 

吉原 まゆみ（職員） 

仕事を頑張ります。 

林田 隆  

ジャガイモの皮むきの

点検をしたいです。 

東海 真  

ダイエットしてもっときれ

いになりたいです。 

藤崎 美香  

お掃除を頑張りたいです。 

近松 裕美  

ラベル貼りを頑張ります。 

尾上 奈保子  

ワークでもっといろんな作業をしてみ

たいです。 

中村 浩  

就職に向けた体力作りのため、これから

も歩いて出勤したいです。 

山﨑 良  

みんなのおかげでここまでやってこられ

ました。これからもみんなと楽しくやって

いきたいです。        志久 春生 

ねずみのように小回りの効く支援を心が

けたいと思います。 

美坐 理絵（職員）  

ワーク

あじさ

い

夢 工 房

みどり 
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仕事を頑張ります。 

山﨑 直哉  

健康第一でいきたいです。 

谷川 奈美恵（職員） 

今年はリコーダーを完全

にマスターします。 

西田 浩徳（職員） 

ビワの葉切りを頑張りたい

です。 

藤本 洋平  

元気に頑張ります。 

新井 美子  
楽しく仕事をしたいです。 

平田 朋宏（職員）  

グループホームもできるので、そちらの支

援も頑張りたいです。 

中尾 英樹（職員） 

仕事を頑張ります。 

岩崎 純平  

健康に過ごしたいです。 

鶴田 和彦  

仕事を頑張ります。 

江林 徹  

コナズコーヒーでパンケーキ

を食べたいです。 

浦 隼人  

あじさいの家 

陽香里工房 

新年親⼦の集いの中でも事業所や会員の中から年男年⼥の代
表のみなさんが「新年の誓い」としてそれぞれの抱負を発表
されました。 



あじさい１４４号                                ６ページ 

 

 
  

１⽉１３⽇、ハートセンター体育室にて⼀般社団法⼈⻑崎市⼼⾝障害者団体連合会主催
「第 47 回成⼈式」が開催され、晴れ着に⾝を包んだ 38 名の新成⼈が家族や友⼈、学校の先⽣や事業所
の職員など⼤勢から祝福されました。⻑崎市育成会からも 6 名が出席し、今年はどんな困難にも負けず、
挫折しないで⽴ち向かうことを意味する「不撓不屈（ふとうふくつ）」をテーマに掲げ、「社会に出てから
の⼈⽣において、様々な困難に直⾯したときこの⾔葉を思い出してください。」と松村会⻑が挨拶されま
した。そして「失敗を恐れず、⽬標に向かって勇気を持って挑戦し、⼼豊かな強く優しい⼤⼈へと成⻑し
てください。」と、⽥上市⻑の祝辞が読み上げられ、新成⼈代表の伊藤麗さんが「私たちがこうして成⼈
式を迎えられたのは、周りで⽀えてくれた⽅のおかげです。」と謝辞を述べられました。 

恒例のポートムービーでは新成⼈のみなさんの幼いころと今の写真を観ながら家族のメッセージが読
み上げられました。これまでのご家族のご苦労やこの⽇を迎えた喜びがあふれる数々のメッセージに、
⽬頭を押さえながら聞き⼊る⽅もいらっしゃいました。アトラクションでは縁起物とされる⻑崎⼤学⿓
踊部による⿓踊が披露され、間近で⾒る⽟を追う⿓の勇壮な姿に新成⼈のみなさんも⽬を⾒張られてい
ました。新成⼈のみなさん、おめでとうございます！！ 

 

きらり 

笹本 愛結さん 
上之園 彩さん 

久保 崇志さん 

⽩⽯ ⼤征さん 

堀部 奈穂さん 

渕 ⼼太朗さん 
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１⽉１１⽇（⼟）、育成会の年の始めの恒例⾏事「第５３回新年親⼦の集い」、「新年会」がハートセン
ター３F 体育室で開催されました。今年も本⼈、家族、職員や来賓など４００名を超える参加者で会場は
熱気に包まれました。毎年来てくださるかとうフィーリングアートバレエのみなさんによる華麗なダン
スの後には元気いっぱいのバタフライのみなさんのダンスが披露され⼤きな拍⼿を浴びていました。各
事業所の出し物も⼯夫が凝らされ、その後の職員出
し物では嵐になりきった顔なじみの職員さんの歌と
ダンスに⼤いに盛り上がりました。最後の抽選会で
はグループホーム⼗⼈町の⽅が⾒事理事⻑賞を射⽌
めました。新年親⼦の集い終了後は場所を移して新
年会が開催され、９０名を超える本⼈、家族、職員が
集まりました。乾杯をした後、おいしい料理に⾆⿎
を打ち、テーブル対抗のゲームやテーブルごとのカ
ラオケ⼤会で楽しみました。 

 

新年会（ルークプラザホテル） 

陽⾹⾥⼯房 よさこい「よさこいソーラン
ロック」 

ワークあじさい エイサー「ダイナミック
琉球」 

あじさいの家 ダンス「ウマーベラス」 

さんらいず 歌＆パフォーマンス「ミニオンズの
ＹＭＣＡ」 

夢⼯房みどり ダンス「あいうえおんがく」 
⼿話ソング「パプリカ」 

会場を盛り上げてくれたバタフライのみなさんの
ダンス 
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書道 
日時：第 4 土曜日 時間：午後 1 時～ 

場所：ハートセンター社会適応訓練室 

会費：1 回 500 円 

お た の し み 倶 楽 部 

日時：２月９日（日）１３時～１５時  日時：３月１５日（日）１３時～１５時 

内容：カラオケ            内容： 茶話会（振り返りと次年度計画） 

＊２月は参加費３００円に加えてカラオケ代も請求させていただきます。 

＊人数把握のために必ずお申し込みをお願いします。お申し込み・お問い合わせは 

ハートセンター事務局まで。 ☎:８４７－１２９０  

※計画は変更されることがありますので確認をしてから参加してください。 

定例会 

日時：２月１９日（水）１０時～１２時  育成会生活支援センター会議室（大橋町） 

『みんなで語ろう！親の楽しみ』心に余裕を持つためにも楽しみは必要ですよね？！ 

日時：３月１９日（木）１０時～１２時 内容未定 

フラワーアレンジメント 

日時：第２・第４土曜日 午前１０：３０～    

場所：ハートセンター５F 社会適応訓練室    

会費：１回１３００円 

会費納入のお願い 

令和元年度も残すところあと２か月となりまし

た。今年度分の育成会会費の納入がお済でない

方は、どうぞよろしくお願いいたします。 

口座名：社会福祉法人長崎市手を繋ぐ育成会 

    理事長 谷 美絵 

親和銀行浦上支店 普通 １２４８６３８ 

 
 
恒例の育成会バスハイクの行き先は

福岡県柳川市の「川下り」と「さげも

んまつり」に決定！川下りは選択で

きます。詳しくは別紙のバスハイク

の案内をご覧ください。 

とき：３月１日（日） 

行き先：柳川下り＆さげもんまつり 

社会福祉法人 

長崎市手をつなぐ育成会 広報部 

長崎市大橋町 19-19  

文教カテリーナ１F 

Tel：095-845-5677 

E-mail:tewotunagu@hi.enjoy.ne.jp 
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