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地域に根差した個性ある福祉サービスの創造
目黒区健康福祉部

もえぎの会の皆様、後援会や関係者の皆様には、日ごろから目黒区の障害福祉行政にご理解
とご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。
今夏は、新型コロナウイルス感染症の影響がある中にあって、東京で2回目となるオリンピッ
ク・パラリンピック大会が開催され、多くのアスリート・パラアスリートが活躍されました。 様々な
障害のあるパラアスリートたちが挑むパラリンピックは、多様性を認め、誰もが個性や能力を発揮
し活躍できる公正な機会が与えられている場です。
また、ライフスタイルや働き方も多様化が進んでいます。 特に障害者雇用においては、「共に
働く」意識の醸成が求められています。 働く障害者が、働くことの喜びや達成感を得ながら、地
域社会の一員として、自立した生活を送ることができるよう、お互いを理解して支え合う地域づくり
の一層の推進が期待されているところです。
さて、五本木小学校「ゆりのき学級」の父母会からスタートした、もえぎの会の活動は40年を超
える長い歴史がございます。 日中活動の場である「しいの実社」をはじめ、生活の場であるグ
ループホーム「沙羅の家」、区からの委託業務であります地域生活支援拠点の運営などを通じ
て、障害者の多様な就労や住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための支援をいただいてお
りますことに、あらためて感謝申し上げます。
区といたしましても、地域共生社会の実現に向けて、包括的な支援体制の充実を図るととも
に、目黒の地域にふさわしい、誰一人取り残さない支援の仕組みづくりに取り組んでまいります。
もえぎの会の皆様には、引き続き、地域に根差した個性ある福祉サービスを創造し、利用者の
人生が豊かになるよう、地域での活動・就労・生活等の総合的な支援をお願いいたします。

第20回 ウィズコロナのリモートしいの実祭
開催のお知らせ
11月27日（土）のしいの実祭は、例年通りの実施はできま
せんが、地域の皆様と交流し、理解を深めていただくしいの
実祭の目的を達成するために、昨年同様にウィズコロナ時
代に感染症対策を徹底して、安心、安全なイベントを実施し
ます。
今年は、しいの実社が社会福祉法人の認可を受けて新し
い施設で運営を開始して20周年になります。 メモリアルイ
ヤーとしてこれまでの実践の歩みを振り返り、さらに皆さん
にご理解を深めていただけるような企画を検討しておりま
す。 同封のご案内でご確認下さい。
昨年の第19回しいの実祭
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しいの実社
クッキーリニューアルキャンペーン

施設長 小平真理

クッキーは、30年以上前の無認可の作業所時代からしいの実社の代表的商品として愛されてきた人気
商品です。 親たちが自閉症のわが子に活動の場・仕事の場を作り、わが子ができるように作業を工夫し
てできた『想い』の詰まった商品です。 試行錯誤を繰り返し、地道な実践の積み重ねで今日に至っていま
す。
これまでご好評を頂き、社員とスタッフが協力して、大量の生産をしてきましたが、頑張って生産を担って
きた社員も、年齢を重ねて徐々に作業量やスピードが落ちてきました。 丸紅基金様の支援をいただき成
型機を導入したため、作業工程を減らし社員の負担が軽減されました。 それに合わせてレシピを改良
し、より安全な材料を使用し、よりおいしい製品になるように繰り返し、繰り返し
試作を行い、クッキーをリニューアルしました。 さらに、今まで、種類によって違
うものもあった商品の容量も40グラムに統一し、価格も150円に統一してお求め
易くしました。
コロナ禍に伴い地域のイベントはなくなり、私たちの活動を改めてご紹介する
ために、毎年皆さんで集まって頂いて実施している事業報告会は開催できませ
んでした。 そこで、今年は、クッキーの作業変更に焦点を当てて「クッキーリ
ニューアルキャンペーン」としてカタログでクッキーの成り立ちや想い・新しくなっ
たクッキーの紹介をしました。
お陰様で新しくなったクッキーもおいしくなったとご好評を頂き、カタログ販売も
多くの方にご注文を頂きました。 またカタログを読んで涙が出たとの感想を頂く
こともあり、その『想い』に少しでも触れて頂ける機会となったことに喜びを感じ、
達成感を味わいました。 ご協力を頂きました皆様に心より感謝申し上げます。

ワクチン接種
社員の生活を守るために施設を継続して開所している中で、東京都の感染者
はどんどん増えてきました。 日本中でワクチン接種が始まりました。 国の決
まりで、しいの実社の利用者は基礎疾患等に含まれて高齢者の次に接種する
ことになっていました。 しかし、接種券は個人で申請して、一般の接種会場で
受けるとのことでした。 申請するときに家族の支援が受けられない人もいるう
えに、慣れない環境、始めての事が苦手で、利用者はトラウマやパニックにも
なりかねません。 そのため、しいの実社内でワクチン接種ができるように
慣れた場所で安心して接種
交渉しました。
しいの実社では、毎年インフルエンザ接種を実施し、スタッフが誘導し、嘱託医の先生に打って頂いてい
ます。 長年の経験の積み重ねがあり、流れもできています。 実績に基づいたノウハウを使い目黒区で
施設内で接種が進むように利用してほしい旨を説明し、繰り返しお願いをしました。 交渉は時間がかかり
ましたが、しいの実社で接種できることになりました。 そこからは早く、日程
が決まり着々と準備を進めました。
ところが、その3日前にしいの実社関係者で陽性者が出て保健所の指導
がはいりました。 結果として日頃の感染対策が徹底していたことで、濃厚
接触者の認定はゼロでした。 念のため、スタッフ全員と一部の社員にPCR
検査を実施しましたが、接種前日に全員の陰性が確認でき、予定通り接種
することができました。
15分の経過観察や接種券の取り扱いなど例年のインフルエンザ接種とは
落ち着いて健康観察 少し違うこともありましたが、しいの実社のスタッフの誘導と慣れた嘱託医の先生
の接種で皆さん2回の接種をスムーズにうけることができました。
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しいの実社
2021事業報告会恒例のコンサート
従来の事業報告会はできませんでしたが、事業報告会の中で利用者が楽し
みにしているコンサートを7月17日(土)に、目黒本町社会教育館でもえぎの会
の利用者を対象にして開催しました。
もえぎの会は、地域に理解して頂き、地域に貢献したいと考え、活動の状況を
皆様にお届けするために、事業報告会を毎年開催しています。 活動状況を報
告し、関係する多くの人と交流する大切な機会です。 また、利用者にとって
体も動かしのびのびと
は、食事や音楽を楽しんで、非日常を味わう大切なイベントです。
活動報告や交流はできない中で、利用者が楽しめる企画をしたいと考えました。 そこで、しいの実祭や土
曜開所で演奏をして頂いているMGK(ムジーク・ガルデン・クロキ)様に生演奏をして頂きました。 MGK様は
ご近所の音楽教室で、縁あってお近づきになれました。 20歳代から80
歳代までの幅広い年齢の利用者が楽しめるような工夫をして頂きまし
た。 また、聞く一方でなく体を動かして一緒に楽しめるプログラムも盛り
込んで頂き、利用者も職員もとても盛り上がりました。
演奏会後のランチは、感染症対策を徹底したしいの実社に戻り、後援
会から差し入れて頂いたドリンクとともに楽しみました。 このような機会
を与えてくださいました後援会の皆様、素敵な演奏で盛り上げてください
安全においしいお弁当
ましたMGKの皆様、ありがとうございました。

東京オリンピック・パラリンピックの体験
コロナ禍でいろいろ論議がありましたが、東京でオリンピック、パラリンピックが開催されました。
もえぎの会の評議員である三田春彦さんが、オリンピックの目黒区の市民代表として巨人軍の原監督ととも
に聖火ランナーを務められました。 8月6日に、三田さんに来ていた
だき、聖火のトーチやユニフォームを見せて頂きました。
珍しそうに眺める人、恐る恐るトーチに触れる人など様々な反応があ
りました。 場所を移して、スマイルプラザでは利用者がトーチを見る
と「本物だ！！」「かっこいい！！」と喜び、代わる代わるトーチを持
ち、写真を撮ってもらっていました。
オリンピックと聞いて、ピンとこない人もいましたが、ずっしりと重みの
あるトーチに触れて、この特別な年のオリンピックの雰囲気を味合わ
せて頂きました。
パラリンピック開会式の日には、目黒区上空も通過したブルーイン
パルスを見ました。 スマイルプラザではその時間を見計らって作業
の手を少し止めて、校庭へ集合し、
上空で3色の線を描く、ブルーインパ
ルスの美しい姿を、利用者とスタッフ
みんなで眺めました。
今年のオリンピック・パラリンピック
は様々な意見が飛び交う中での開
催となりましたが、しいの実社でもそ
の一部に触れ、特別な夏を味わう機
会となりました。
ﾕﾆﾌｫｰﾑ姿の三田評議員と
ブルーインパルス見つけた
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後援会

会員インタビュー
目黒区中町2-30-13
TEL 03-3716-8656

株式会社 南雲

さくらプラザの近くにある株式会社南雲は、地域で「南雲さん」と親しまれて
いる包装梱包資材を取り扱う会社です。 しいの実社は開設以来長くお世話
になっています。 昭和49年に先代がこの地に創業して47年目で、店舗の営
業のほか、営業範囲は目黒区、品川区、大田区で、配達もされています。
今はコロナ禍でなかなか趣味の将棋の集まりに行けないと話される南雲剛
社長は、趣味も仕事も人とのつながりを大切にされ、お客様や仕入れ先との
関係を何よりも大事にされています。
南雲さんとしいの実社との関わりは長く、
南雲 剛社長
目黒駅近くにあったプレハブの建物の頃か
ら配達して頂いていました。 その頃は、利用者と親が一緒に活動してお
り、名前を出しながら、懐かしんでいらっしゃる様子が印象的でした。 もえ
ぎの会の後援会にも、当初から加入して頂いています。
また、2年続けて後援会の総会やしいの実祭が変則的な開催になることに
も心配されていました。 地域を大切にされているお気持ちは、しいの実社
にも注がれていることをしみじみと感じてしまいました。 末長くお付き合い
店舗の前
していただきたい会社です。

ピーチベルクリニック

愛知県 安城市新田町小山117番地
TEL 0566-76-8311
https://www.peachbells.jp

愛知県安城市にあるピーチベルクリニックの堀尾潤
院長にお話を伺いました。 堀尾院長は、お父様が昭
和45年に安城市で開業された堀尾安城病院を、平成15年に引
き継がれました。 その後、令和2年に愛知県を中心に約20施
設ほどの産婦人科関連クリニックをもつ医療法人葵鐘会に事業継承され、現在
のピーチベルクリニックの院長に就かれています。 このクリニックは、24時間
分娩及び緊急の帝王切開も可能な体制を整えており、全ての妊婦さんが安全
で安心できるお産を心がけていらっしゃるとのことです。
お産は、病気ではないと言われますが、時には予期せぬことが起こる事もあ
堀尾 潤院長
り、妊婦さんは不安も大きいというような中で、地域にいつでも受け入れてくれ
て、親身になってくれるクリニックがあることは、昨今特に心強いことです。
産院を開業されたお父様の後を継ぐために産科医になられた堀尾院長は、「日本のデンマーク」と呼ば
れ、梨やイチジクの生産、近年ではトヨタの関連工場の進出により大工業団地ができている安城市にいなが
ら、遠く離れた目黒のもえぎの会に入会されました。 きっかけは、新婚時代
からのお付き合いのあるもえぎの会の利用者の家族の紹介です。 遠く離れ
た地から、「益々の発展を応援しています。」といううれしいメッセージを頂きま
した。
最近は昭和20－30年代の映画を見ることが楽しみとおっしゃる堀尾院長
は、インタビューの際も温かなお人柄が伝わってきました。 どうぞ地域の妊
婦さんに、これからもたくさんの安心を届けてください。 そして、遠くからもえ
ピーチベルクリニック外観 ぎの会を温かく見守ってください。
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港北区綱島東5－6－9
TEL 045-531-6221
http://www.toukou.ne.jp

東工電機製作所

綱島と日吉の間に位置する、東工電機製作所の大久保剛社長を10年ぶ
りにお訪ねしました。
創業は目黒で、前回の東京オリンピック前にこの地に移転されました。
金属を加工して精密部品を製造し、様々な企業に納められています。 最
近は、ロボットアームに使われる部品製造などを請け負われています。
時には、「奇跡のハート」と言われるエアパッキン(プチプチ)の丸の形の中
に、１つだけ混ざる「奇跡のハート」と言われる型を作ったこともあるそうで
す。
現在6名の従業員が働く工場も見学させて頂きました。 直接金属を加工
するのは機械ですが、目的の製品の形ができるよう機械のプログラムを
セットし、最終的にその削り具合を点検するのは人の目です。 また時には
機械任せにできない細かな手作業が必要な仕事も請け負われます。 小さな頃 大久保剛社長
からプラモデル作りなどの手作業が好きで、今も機械の修理をすることが好きとおっしゃる社長の目
は、少年のように輝いて見えます。
工場で実際に機械を稼働させて、加工が出来上がるまで見せて頂きました。 製品を削る前と削っ
た後を両方見せて頂くと、素人の目にもわかる程きらきらと輝く美しい仕上がりです。 実際の仕事
では、機械が動いている間に別の作業をするということですが、私たちはまるで工場見学に来た子
どものようにうっとりとその機械の手際のよい仕事ぶりを眺めていまし
た。
納める製品の質や納期はもちろん、オープンに話し合うこと、一歩先
の相手に喜んでもらえるようなことを心がけ、取引先との信頼関係を
大切にされている社長。 前回伺った
ときはまだ小さかったお子様たちも少
し手が離れてきたということもあり、地
域では消防団の活動をされているとの
こと。 縁あってできたもえぎの会との
つながりも、これからもぜひ続けて頂
けることを願っています。
機械を動かす様子

新規後援会員をご紹介ください
年会費 1口1,000円

個人会員 1口以上、

法人会員 10口以上

会費はお手数ですが、直接お持ちいただくか、下記口座へお振込みください。
郵便振込口座
口座名義

00130-5-667751
もえぎの会後援会

問い合わせ先 もえぎの会後援会事務局（電話：03-5724-7153）

＊恐れ入りますが振り込み手数料はご負担願います。
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沙羅の家
沙羅の家 清水 短期入所

地域生活支援課長 会田 久美

沙羅の家清水に併設している短期入所は、2018年4月にスタートしま
した。 2床あり、まずグループホーム沙羅の家の運営を安定させ、今で
は、ほぼ毎日短期入所を利用する方がいらっしゃいます。 しいの実社
の利用者が利用することもありますが、ほとんどは、しいの実社以外の
方です。 それでも、一度利用すると「楽しかった。」「また、行きたい。」
「今度は、いつ行けるの？」と、利用者から、うれしい言葉をいただいて
おります。 また、ご家族からも今後のことも考えると、また、利用させて
ほしいと言っていただけております。
沙羅の家の短期入所の特徴は、グループホームに併設しているところ リビングのにぎやかな雰囲気
です。 区内にある他の短期入所は、単独の短期入所のため、職員と2人きりでしっかりと見てくれること
が特徴です。 沙羅の家の短期入所は、グループホームの様子を体験できたり、1人で過ごすことが好き
という方でも、職員の目はありながら、居室内では、気兼ねなく自由に過ご
せ、心配なこと、不安なことがあるときは、すぐに職員がお手伝いすること
ができます。
沙羅の家の短期入所では、緊急時の受け入れも行っております。 親御
さんが急に体調不良で障害のある子の面倒を見れなくなった時、1、2日見
てほしいなど、そんな緊急時の対応も行っています。 その場合は、沙羅
の家清水に併設している地域生活支援拠点まで、ご連絡いただく
トイレも完備、静かに過ごせる部屋 と24時間相談対応しますので、お待ちしております。

自立生活に向けて週末のお泊り体験

世話人チーフ 丹菊美月

月に一度、金曜日の夜、沙羅の家向原では週末宿泊体験を実施しています。 通常は、週末をご家
族と過ごす利用者の皆さんにとって、休日をグループホームで過ごすことは新たなチャレンジです。
外食、銭湯等で近くに出てみたり、コロナ禍の現在は食事をいつもよりちょっ
ぴり豪華にしてみたり、お楽しみ要素を加えながら毎月の恒例となりました。
開始から4年目となりましたが、当初はルーティンが変わる事への戸惑いも
見受けられました。徐々に回数を増やすことで、今では毎回お渡しするアン
ケートは全員『泊まります』に✓が入り提出さ
れます。 皆さん、沙羅の家向原での生活の
新たな取り組みに前向きに参加して頂いてい
ること、嬉しい限りです。
いずれ週末もご家族と離れて生活する時が
くることを想定して、少しずつ新しい体験を積
み重ね、利用者お一人お一人が、自分の人生
を自分の足で生き生きと歩いていけるようにこ
れからもサポートさせて頂きたいと思います。
みんなで外食
思い思いの週末
編集後記

発行：社会福祉法人もえぎの会

コロナが猛威を振るう状況は変わりませんが、そ
の中でただ「なくす」だけではなく「どうすればでき
るか」そんな視点が職員の中にも根付いてきた
ように思います。少しでも利用者さんにとって充
実した生活が送れるよう工夫していきたいです。

住所：目黒区目黒本町2-7-3
（法人本部）
電話： 03-5724-7153
e-mail : shiinomisha@abeam.ocn.ne.jp
http://www.moeginokai.jp/
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