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〜明けましておめでとうございます〜
今年も元気いっぱいの2係のみなさん。持ち
前のチームワークで仕上げたお正月飾りが食
堂をにぎやかに彩ってくれています。

初春によせて

理事長

井田 善久

新川むつみ園だより「むつみ」をご愛読の皆様、新年明けま
しておめでとうございます。平成三十年の初春をともに寿ぎた
いと存じます。
昨年は、雨の多い不順な天候に見舞われるとともに台風の上
陸による豪雨などにより各地で災害が発生した年でありまし
た。また、富山県でも久しぶりに十月の台風により大きな被害
が発生した年でもありました。今年は天候にも恵まれた平穏な
年になるようにと願っております。
障害者福祉につきましては、昨年四月に社会福祉法人や障害
者福祉サービス等を規定している「社会福祉法」の一部改正が
行われ、社会福祉法人の経営組織の「ガバナンス」の強化や事
業経営の「透明化」の向上、「財務規律」の強化などが定められ
ました。更に、この改正により社会福祉法人に対して、地域に
おける「公益的な取組」を積極的に行う責務が課せられること
になりました。このため、他の分野で福祉事業を経営する社会
福祉法人との連携により、地域の福祉課題に協力して取り組む
ための黒部市社会福祉法人会や入善町社会福祉法人連絡会を設
立したところであります。今後、相談支援事業等を展開する中
で地域課題の把握や活動内容の検討により、新川地域における
社会福祉の向上に寄与してまいりたいと考えています。
さて、当園では、開設以来三十六年を経過し施設利用者の高
齢化・重度化や行動障害のある利用者の増加、更には施設設備
の老朽化などの課題に対処するため、平成三十年四月の開所を
目指して新居住棟の整備を行っています。新居住棟の完成によ
り、利用者の人権に配慮するとともに障害の特性に応じたきめ
細かな支援の向上に大いに寄与するものと期待するものであり
ます。ここに至るまでの関係各位のご尽力、ご支援、ご協力に
対して感謝とお礼を申し上げる次第であります。
結びになりますが、今年が皆様にとって良い年であるように
ご祈念申し上げますとともに、知的障害者福祉に対する深いご
理解と社会福祉法人新川むつみ園への変わらぬご支援、ご協力
を改めてお願い申し上げまして新年のご挨拶といたします。

サービス等利用計画をご存知ですか？

あなたの就労と暮らしを支えます！

平成二十四年四月の障害者自立支
境、生育歴も様々です。それぞれの

が異なるように、障害特性や家庭環

問題は違います。年齢、性別、性格

会福祉法人新川むつみ園が受託し、新

着 支 援を担 う 機関として、国から社

援、また企業の方への雇入れ相談・定

で障 害を持つ方の就 労 相 談・定 着 支

平成十八年四月から新川福祉圏域

した。初めは、自分に自信がなく積

年、家事手伝いをして過ごしていま

後に療育手帳を取得、離職して数

今年度一月に就職した方は、登録

〜新川障害者就業・生活支援センターの活動紹介〜

援法・児童福祉法の一部改正によ
気持ちを大切にし、思いに寄り添い

〜相談支援事業の紹介〜

り、障害福祉サービス・障害児通所
ながら支援にあたっています。

極性は見受けられませんでしたが、

高めることへ結びつけています。

支援の利用に際し、サービスを利用
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習→採用となると表情も明るくなり

就職件数
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個別支援計画の変更

し、支援に当たっています。これから

（富山県障害者チャレンジ
トレーニング事業）

サービス等利用計画の変更

の登録・就職数共に増えています。職

業センター等 ）ともチームを組んで
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継続サービス利用支援

相談件数

相談支援専門員がサービス等利用計

就 労 支 援にあたっていきたいと思い
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三十 件を超えています。実習から雇
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（中瀬ワーカー 記）

用に結びつき、定着も図れています。
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求 職 中の方との相 談では、就 業の
準 備 性を確認しています。登録をい
ただいてから就労まで誰もが時間が
かかります。この期間を有 意 義に過
ごせるよう 相 談し、その方に応じた

登録者数

個別支援計画

個別支援計画の原案

支援会議

アセスメント
利用契約（利用開始）

就職活動を決めてきます。
当センターでは、提 携 施 設である
新川むつみ園を活用し基礎訓練をし

知的
障害

サービス等利用計画は、障害者の

サービス等利用計画
サ ー ビス担当 者会議

支給決定（市町村）

ています。内容は、清掃訓練・工作活
動・体力作り・セミナーを通して、就
労する上での職業・コミュニケーショ
ン能力等を評価し、就業の準備性を

平成28年度新川障害者就業・生活支援センター
支援対象者の状況

方が自立した生活を送る為に、どの
ように福祉サービスを利用するか明
らかにするものです。計画を作成す
る事で、利用者の課題の解決や最も
適したサービスの提供を図ることが
できます。また、関係機関が同じ目
標や計画に沿って支援が出来るとい
う利点があります。
新川むつみ園地域生活相談室で

サービス等利用計画案
資源アセスメント

※点線枠部分は
必要により実施

サービス事業者

二次アセスメント

アセスメント

相談支援事業者

精神
その他 合計
障害

身体
障害

職場実習件数

は、相談される方それぞれに合わせ
て、一緒に解決方法を考え、共に歩
んでいく事を大切にしています。皆
様それぞれに抱えておられる課題や

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）と障害福祉サービス事業者の関係

（又は障害児支援利用計画）を作成

する全ての方にサービス等利用計画
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個別の支援を心がけて
〜障害者支援施設 体力訓練班の紹介〜
体力訓練班の活動について紹介し
ます。
内容は主に歩行訓練とリハビリを
行います。歩行訓練は体育館を利用
して、体力維持のためになるべく時
間をかけて歩行しています。晴天時
には散歩に出掛ける機会を設け、季
節を感じながら楽しく取り組んでい
ます。
リハビリは、定期的に県の支援セ
ンターに理学療法士の派遣を依頼
し、個別にリハビリメニューの作成
や補助器具の使用についてアドバイ
スをもらっており、歩行訓練と併せ
て継続して取り組むことで機能低下
の予防に努めています。

▲布を使ったレクリエーション
▲リトミックの様子

吟正会（詩吟ボランティア）

ざいます。

（北村主任 記）

この度の受賞、誠におめでとうご

る存在です。

中日ボランティア大賞受賞
吟正会の皆様には、利用者の余暇
時間及び生きがいづくりの充実を図
るため、毎月二回園を訪問され、希
望者六名への詩吟の指導を行ってい
ただいています。
それぞれの利用者の良いところを
見つけ、そこを伸ばしながらの指導
は、その日の気分によりスムーズに
いかない時もありますが、傍らに寄
り添い励ましながら行ってくださ
り、一吟詠めた時の達成感は利用者
一人ひとりの自信につながっている
ように思えます。
また、年に一度開催される新川む
つみ園祭での発表において先生方が
バックアップしてくださり、日ごろ
の成果を保護者や地域の皆さんに聞
いていただくよい機会となってい
その他、吟正会主催の発表会には

ます。
毎 年 利 用 者 も 参 加 さ せ て い た だ き、
会の一員として迎えて頂いておりま
す。このような心のバリアフリーは、
今後、障害者が地域の中で共に生き

▲吟正会の発表会

▲講師の先生を囲んで

その他、個別活動やレクリエー
ションも取り入れています。個別活
動は作業室を利用し、機能訓練用の
道具から、楽しく活動できるよう玩
具なども用意し、個別に充実した活
動になる環境設定をしています。
レクリエーションは、講師に指導員
の後 藤先生をお招きし、手遊 びや歌

て い く 上 で、 と て も 心 強 い サ ポ ー
ター的存在であり、また、障害者と
関わる団体として地域への見本とな
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を歌ったりしていただき、利用者も毎
（池原支援員 記）

回楽しみにしています。
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第34回

新川むつみ園祭

〜みんなで作ろう笑顔の輪〜

10月15日（日）

ボランティアや地域の皆様、保護者の皆様に支えられ、今年も盛大に新川むつみ園祭を催行す
ることができました。ステージ発表をしてくださった方、お越しいただいた方、利用者の皆さん…
たくさんの笑顔あふれるひとときでした。本当にありがとうございました。

たくさんの方々からステージを彩っていただきました。歌あり、ダンスあり、さまざまな年代の
方々からステージに上がっていただき、楽しみながら見させていただきました。これからもぜひ
ご参加をお願いします。

中学生や保護者の方からボランティアでウェイトレスやメニューの準備をしていただき、お越し
いただいた方に安らぎのひとときを提供することができました。

温かい焼き芋。かわいい売り子さんのお
かげでたくさん売れました！

利用者手作りの製品やバザー品のご購入
もありがとうございました。
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むつみあい トピックス

まねきねこにてカラオケ♪

入善ロータリー
クラブの皆様と
カラオケを楽し
みました。

10月5日

日

16

富山第一銀行の皆様
が来園され、利用者
と一緒に球根を植え
ました。

10月21日

どんな色の花が咲くかな？

月

11

昭和アイドルメドレーなど
楽しい曲がたくさん!!

側溝がきれいになりました!

11月21日

入善高校吹奏楽部
のみなさんの素晴
らしい演奏を楽し
みました。

関西電力の皆様が
来園され、園の周
りの側溝をきれい
にしていただきま
した。

たくさんの方々にむつみ園への
ご理解深めていただきました

入善町生活・介護支援サポー
ター研修の実地研修が当園に
て行われました。みなさん楽し
みながら真剣に利用者さんと
活動をしていただきました。

11月29日・30日

長い間、ありがとうございました！

12月17日（日）をもって
喫茶チューリップが終了しました。

☆利用者からの手紙
長い間、喫茶のお手伝いに来てくださり、ありがとうございました。みん
な楽しみにしていた時間でした。お体に気をつけてお元気でいてください。
☆喫茶ボランティア・西村さんより
喫茶チューリップもいよいよ最後をむかえ、感無量です。いろいろな思
い出が走馬燈のように浮かびます。利用者の皆さんから心のこもったお便
りや手作り作品を戴き、目頭が熱くなりました。ずっと続けたいと思いま
した「喫茶チューリップ」もいつかはこの日が来るとは分かっていたもの
の、いよいよとなった今日は心寂しくやるせない思いでいっぱいです。
平成11年4月から19年間、利用者が毎回楽しみにしていた喫茶
チューリップ。長い間本当にありがとうございました。
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ご協力ありがとうございました

ご寄付ありがとうございました

・常盤 紘子 ・高木 哲夫 ・池崎 助夫
・島崎 信行 ・仲俣 芳昭 ・窪野 和子
・勝田
正 ・大林 慎二 ・廣田佐津子
・原
律子 ・柚木 玲子 ・中川 律子
・川尻 昌子 ・松岡 英子 ・堀川恵美子
・ニュージャ パ ン ト ラ ベ ル
・吟正会
平崎 信子
・アトリエＺ ｅ ｎ ｋ ｉ ｃ ｈ ｉ
稲澤 廣明
・喫茶ちゅう り っ ぷ
代表 西村 民子
・いきいきサロン紫の華 代表 長谷川和江
・わかくさ会
・児童委員民 生 委 員
中易佐喜子
・新屋地区社会福祉協議会会長 新田
有
・浦山新地区 区 長
大林 松雄
・舟見地区社会福祉協議会会長 山本 建雄
・浦山新ビー チ ボ ー ル
代表 中易 清美
（順不同・敬称略）

まごころの花束

ひとこま写真
３月

「障害者相談支援事業」

（サービス等利用計画作成の相談に応じます）

ＴＥＬ 0765−78−1131

（新保友啓主任支援員・平野智浩主任支援員）

富山県手をつなぐ育成会理事長表彰

10月21日

（森下吉光総括課長）

富山県社会福祉協議会会長表彰

10月19日

（山本悦子保護者会長・森下吉光総括課長）

入善町社会福祉協議会功労賞

9月30日

ＴＥＬ 0765−78−1140

担当：中瀬、西村、水島

新川むつみ園内

担当：野寺、島瀬、米田

新川むつみ園内

「新川障害者就業・生活支援センター」

（あなたの就労と暮らしを支えます）

す。

（中西

記）

ぞよろしくお願いいたしま

話をおかけしますが、どう

域・保護者の皆様にもお世

おられます。その際は地

利用者さんも楽しみにして

引っ越しとなる予定です。

います。四月には完成、

こと、たいへんうれしく思

かけていただいているとの

す。地域の皆様からも気に

棟工事が着々と進んでいま

ざいます。寒い中、新居住

明けましておめでとうご

編
集
室
か
ら

困ったこと、悩んでおられることはありませんか？

平成29年12月31日現在「新居住棟工事中の様子」
４月の新居住棟完成が待ち遠しくなってきました。期待
で胸膨らむ春となることでしょう。

・入善理容組合
・橋本 睦子
・ＪＡみな穂はぴねす
・坂東 孝子
・喫茶ボランティア
・吉澤和佳子
代表 西村 民子
・富山第一銀行
・吟正会
・入善町役場
・なつめ会
・黒東安全協会 新屋支部
・スナック紫陽花
・入善ロータリークラブ
・青船会
代表 平井紀代美
・浦山新地区児童会
・入善町保健センター
・浦山新地区福寿会
・入善町ヘルスボランティア
・入善ライオンズクラブ
会長 長谷川和江
・入善町シルバー人材センター
・富山短期大学
・こぶしカラオケ愛好会
・富山福祉短期大学
・入善中学校
・関西電力
・入善西中学校
黒部川電力システムセンター
・入善高校
・宇奈月中学校
（順不同・敬称略）
・入善町婦人ボランティア連絡協 議 会

ボランティア活動

大漁鍋
バレンタインデー
ホワイトデー
２月
左義長
新年会
１月

行事予定

季節のあゆみ

表彰のお知らせ
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