
◆助成事業報告◆
鴻巣市手をつなぐ親の会 支部

「行動障害の理解と適切行動支援」
【講師】 ゲラ弘美 氏（NPO法人日本行動障害支援協会）

互助の精神を忘れずに

理事長
長岡　均

　「鴻巣市手をつなぐ親の会」は現在89名。子の年齢は小１から50代と幅広く、グループホームでの暮らしが増えてきてい
ます。入会される方の気持ちは昔も今も全く変わらず、子育てに不安や悩みを抱えています。定期的に開かれる全体会終了
後、毎回テーマを決めて行われる座談会が特徴的です。「ショートステイ始めるまで物語」「成年後見制度を利用している話」
「グループホームでの暮らし」など、いつも会員同士でのワイワイとした座談会は、堅苦しい会議ではなく、和気あいあいと
した雰囲気が自慢です。また、制度でわからないことがある時には、関係機関の方をお招きして説明していただくこともあ
ります。今（特に若い年代の人は）、インターネットでたくさんの情報は集められますが、障がい児者の親としての経験や体
験を生の声で聞くことや地元の情報はインターネットでは得られません。会員の中で、以前から行動に問題のある子を抱え
てどう接したら良いのかわからない…と日々悩んでいる方がたくさんいるという声があちこちから聞かれ
ていました。今回補助金をいただき開催した「適切行動支援に基づく勉強会」は、実践的でわかり易く、行動
を起こす理由や対処法も納得できた、との感想が参加者から多く聞かれました。
　今回の基礎編に続き「応用編」を望む声がすでにあがっています。８年前、鴻巣市手をつなぐ親の会設立40
周年記念では長崎県の瑞宝太鼓の公演を催しました。２年後、東京オリンピックの年に50周年を迎えますが、
その時に少しでも多くの親たちと手をつなげたらいいなと思います。  （鴻巣市手をつなぐ親の会/渋沢 眞理子）

　新年明けましておめでとうございます。新年を迎え、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
日頃より当協会の運営に、ご理解ご協力をいただき心より御礼申し上げます。
　平成30年４月より、生活サポート総合補償制度に新たなプランが加わりました。新たなプランにお
いても、加入者が順調に増えています。新たなプランが増えることにより、会員それぞれの方々が目的
に応じた選択ができるというメリットがあると考えています。会員数は8,000人を超え、全国で３番目
の協会となっています。このことは、支部長さん・株式会社ジェイアイシーの担当の方々の努力の結果
であると考えています。今後も当協会の安定した運営のために、ご尽力いただければ幸いです。
　今年度より、当協会の事業である日常生活や就労・権利擁護に関する研修会などへの開催に対し支部
助成の充実を計りました。結果として、多くの支部の方々に利用していただきました。今後のよりよい
生活の向上につながればと思います。
　全国に先がけ、互助の精神を掲げ「やまびこ互助会」を設立し、25年が経過します。平成19年に名称
を「埼玉県知的障害児者生活サポート協会」と変更し今日に至っています。事業も順調に推移して
います。今まで同様、埼玉県手をつなぐ育成会と埼玉県発達障害福祉協会が、車の両輪の如
く歩み、福祉“すべての人の幸せの実現”を願い、あいさつとさせていただきます。
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支部の活動を応援します！

部

援協会）

保護者同士のつながりを深めるために「劇団四季」の観劇に行ったり、障がいを持つ方も同じ目線で働ける福祉事業所「恋する豚研究所」を訪ねたり…　明るく楽しく活動していますよ‼
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三郷市わらべ会 支部
知って欲しいな 私たちのこと～知的障がい者疑似体験～
【講師】 矢野一隆 氏・中嶋惠子 氏（たつの市手をつなぐ育成会 ぴーす＆ピース）

「地域福祉交流事業」へ、ようこそ！
　三郷市わらベ会・スモールステップは、障がいを持つ人（幼児～成人）がいる家族
の会です。「地域福祉交流事業」は、自分たちの住む地域の方々との交流を通して、障
がいへの理解を広げることを目的とした活動を行っております。これまでも講師を
招いての講演会や、障がいを題材にした映画の上映会等を行ってきました。今年度
は、その巧みな話術と身近な道具で楽しみながら取り組めると大評判の「知的障がい
者の擬似体験」を、兵庫県たつの市手をつなぐ育成会会長、ぴーす＆ピース代表の矢野一隆氏と、たつの市役所地域福祉課
主幹の中嶋惠子氏のお二人をお招きし開催しました。説明だけでは、なかなか理解するのが難しい知的障がいの特性につ
いて、講師のお二人が絶妙な笑いを交えながら解説され、「こういうことだったのか！」と、本当にストン！と音を立て腑に
落ちる（！）ように納得することが出来ました。今回の講演会は、サポート協会の助成金のおかげをもちまして無事に開催
することが出来ました。本当にありがとうございました。啓蒙…障がいの特性などを知ってもらおうとすると、とても難し
いものとしてイメージが付きまといますが、「地域福祉交流事業」では、こうしたイメージを少しでも崩しつつ、これからも
わかりやすく、時には楽しみながら、身につく活動を続けていけたらと考えております。 （三郷市わらベ会 /会長 那花 静和）

久喜市栗橋手をつなぐ育成会 支部

　障がいのある子どもやその親が安心して来場し、いきいきと遊んだり学
んだりできるイベントを開催したいと、地元の NPO 法人「うりんこくら
ぶ」と合同で開催しました。アートやヨーヨー、マジック体験、コンサート
や、音楽遊びなどで 152人の参加者の皆さんに楽しんでいただけました。さらに、我が育成会、サポート協会の保険、子
育て・障がい者支援の団体や就労支援施設のブースも設け、それぞれの活動のＰＲ、交流の場となりました。
　また、午後には、我が会の新保夕夏さんの講演会「好きなことを仕事に。21歳のわたし」を開催。彼女は、脳性まひのた
め車いすで生活を送り、今年就職が決まって在宅でパソコンの仕事をしています。小６で母親を亡くし、つらい経験も
たくさんしてきましたが、それをバネに、明るく前向きに生きる夕夏さん。もともとパソコンが好きだった夕夏さんは、
将来も考え、中学の頃から、パソコン教室に通い、現在の仕事につながったとのこと。聴講の方々に、大きな感動と希望
を届けることができました。
　さらに、育成会のこと、サポート協会の保険についても、会員外の方にお伝えすることができました。ご自分の日ごろ
の心配ごとを話しながらも、私たちの説明に熱心に耳を傾けてくださいました。今後とも、さまざまな団体と協力して、
このような楽しく！学べ！交流できる！あったか～いイベントを地域で企画していきたいと感じました。

（久喜市栗橋手をつなぐ育成会 /会長　桜井 直美）

この他にも、越谷市手をつなぐ育成会では「障がい基礎年金について」、草加
光陽育成会では　明るく楽しく学ぶ「これからの育成会について」の研修会が
サポート協会の助成事業制度を利用して行われました。会員の方が安心して
暮らせるように、より充実した毎日がおくれるようにと、「研修会」「ご本人活動
の支援」に取り組んでいる支部を応援します。詳しくは、ホームページまたは
事務局までお問い合わせください。

遠路はるばる「兵庫県」から来ていただきました‼

TEL 048－824－9881
https://saitamasapo.jp/

※助成事業制度を
　ご覧ください。

於：大利根文化学習センター

自分らしい人生をアートする　つながりプロジェクト
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◆２０１９全国サポート協会主催　アールブリュット展（作品募集のお知らせ）◆
●募集期間２０１９年３月～４月（詳細は埼玉県サポート協会ＨＰをご覧ください）https://saitamasapo.jp/

新井直人さ
ん （清心会）

僕のヒーロー
石井陸渡さ

ん （川の郷福祉会おれんじ）

ぼくがみたウィーンの街
江野春美さ

ん （清心会）

犬

大森利浩さ
ん （清心会）

ヘラクレス大カブト
神林典男さ

ん （清心会）

くるくる
甲村哲之進さ

ん （初雁の家）

おはなし

シュウシュウさ
ん （川の郷福祉会おれんじ）

無題
中沢 潤さ

ん （川の郷福祉会おれんじ）

ぶどう
福島玲子さ

ん （清心会）

コイノボリの里

堀口晶代さ
ん （清心会）

宇宙の仲間たち
丸谷祥悟さ

ん （川の郷福祉会おれんじ）

鶴の恩返し 紙芝居より
村田裕樹さ

ん （川の郷福祉会おれんじ）

なりさん

山中正則さ
ん （清心会）

美少年
横田あけみさ

ん （清心会）

ネコちゃんいっぱい
横田由利江さ

ん （清心会）

私の春
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年賀状の図案にご応募いただいた作品品品作作たたいの図案にご応募いただの図案にご応募いただい状状状状賀賀年年年年賀状の図案にご応募いただいた作賀状賀状 応ご応応募応募状状状の状の ごごにに案案年賀年賀 図案図案 たた年年年年年 図図 に いいいの ただ募募 作品作品品品品品た作た作いだいいたただだ
今年も多くの会員の方からすてきな作品が寄せられました。ホームページで全ての応募作品をご紹介しております。

新井洋美さん
 (鴻巣市手をつなぐ親の会)

幾島賢一さん
 (親愛会 )

石井健知さん
 (川の郷福祉会おれんじ )

荻原 徹さん
 (川の郷福祉会おれんじ )

小暮あさ子さん
 (ながい寮 )

小松幸司さん
 (清心会 )

小松きみ子さん
 (ながい寮 )

佐久間 弘さん
 (親愛会 )

Ａ.Ｓさん
 (親愛南の里 )

中村愛之助さん
 (川の郷福祉会おれんじ )

土屋慶太さん
 (清心会 )

中村昌男さん
 (清心会 )

長島弘太さん
 (北本市立ふれあいの家 )

村田直樹さん
 (親愛会 )

丸畑善嗣さん
 (清心会 )

安田英明さん
 (川の郷福祉会おれんじ )

芳賀郁子さん
 (きいちご )

ホームページ
https://www.saitamasapo.jp/

「アールブリュット作品展について」を
ご覧ください

美美

荻原原徹 小暮 子小暮あ

幸

大森郁夫さん
 (清心会 )
森森

大城　将さん
 (親愛会 )
城 将

大野次郎さん
 (清心会 )

大 郎次郎
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安心して暮らしたい…それは、障がいがある方もない方もみんなの共通の願いです。一般的に障がいのある方は「保険」
に加入することが難しく、また病気やケガで入院した場合の負担もとても大きなものになります。今から 25年前、入
院時の経済的負担を皆で協力して分かち合おう！という『互助の精神』から「やまびこ互助会」は生まれました。現在は
「サポート協会」に名前を変えたこの制度ですが「互助の精神」は今も変わりありません。不安やリスクをみんなで分か
ち合い支え合う。その想いが安心につながります。何事もなく無事に過ごせたことが何よりですが、いざというときに
「安心」のサポートがあるのは心強いですね。埼玉県では 8,300 名の会員（全国で 13万名）が支え合っています。一人
ひとりが安心して暮らせるように「互助の精神」がこの先もつながることを心から願います。

生活サポート総合補償制度とは

サポート協会 会員のみなさまへ

※詳細はパンフレット
　またはホームページを
　ご覧ください。

平素より「生活サポート総合補償制度」を通じ、会員および関係者の皆さまに
は、ひとかたならぬご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。　昨年度より、より
きめ細やかなサポートを目的として新しいスタッフ「清水」が入社しました。私
とともに埼玉県を専任し、県内を四六時中駆け回っておりますので、お見かけ
いただいた際は、ぜひお声がけください。今後も、会員の方々が日常生活の中で
抱える様々な危険を、総合的に補償するための制度として、より一層のお力添
えができるよう努めてまいります。

山
口
英
倫

清
水
俊
晴

AIG損害保険代理店　株式会社ジェイアイシー

生活サポート総合補償制度２０１９

補 償 内 容 Ⓐプラン（17,000円） Ⓑプラン（23,000円） Ⓒプラン（22,000円）

病気やケガで
入院した時の補償
（入院給付金）

入院諸費用
（入院１日につき）

入院
4日目～
3泊4日以上
の入院

1,000円

入院
2日目～
1泊2日以上
の入院

1,000円 入院2日目～ 4,000円

付添介護保険金
（１日につき） 8,000円 8,000円 ×

差額ベット費用
（１日につき） 3,000円 3,000円 ×

入院一時金
（１入院につき） 5,000円 6,000円 ×

ケガをした時の補償

死亡・後遺障害 10万円 10万円 50万円

傷害入院
（入院１日につき） 3,000円 5,000円 5,000円

傷害通院
（通院１日につき） 2,000円 3,000円 3,000円

病気で
死亡した時の補償 葬祭費用保険金 10万円 10万円 ×

他人に損害を
与えた時の補償 個人賠償責任補償 1億円限度 3億円限度 3億円限度

被害事故時の
弁護士費用等の補償 ※弁護士費用等補償 × × 200万円限度

就労中に他人に
損害を与えた時の補償

※就業従事中事故
　対応費用 × × 10万円限度
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支部長会・研修会（埼玉県県民健康センター）
第１回支部長会・研修会（6月 12日）
研修会テーマ：「障がい者の地域生活をめぐって～
　　　　　　　 グループホームの現況と課題～」
【講師】山﨑 豊氏（社会福祉法人ひらく会 理事長）

第２回支部長会・研修会（12月 7日）
研修会テーマ：「津久井やまゆり園の事件後、
　　　　　　　 今議論されていることは何か」
【講師】堀江 まゆみ氏（白梅学園大学 教授）
～貴重なお話しを聞かせていただきありがとうございました～

保険請求のご相談・補償内容に関する
お問い合わせ・給付請求の送り先は

ＡＩＧ損害保険代理店株式会社ジェイアイシー
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11

新宿三井ビル２号館２階
ＴＥＬ . ０３－５３２１－３３７３

一般社団法人
埼玉県知的障害児者生活サポート協会
〒330-0063さいたま市浦和区高砂2-15-3

ＴＥＬ . ０４８－８２４－９８８１

保険加入・変更・退会に関する
お問い合わせや書類の送り先は

いつもは事務局で事務仕事をしておりますが、今回、各支部での研修会に参加してきました。そこで感じたこと…それ
は、みなさんが明るく楽しく前向きに活動していること。そして「世代」を超えての交流がとても温かいこと。「人」
と「人」とのつながりってやっぱりいいですね。2019年も会員のみなさまと触れ合えるように支部の行事にでかけて
みようと思います。出会えた人とのご縁を大切に…今年もよろしくお願いします（吉岡）

あとがき

○●○●○●○●　活　動　報　告　○●○●○●○●
埼玉県県民健康センター）

報　報　告 ○●○●○●○●

定時社員総会（埼玉県県民健康センター） 平成30年6月12日

総会は総社員数 32名に対し、出席 30名（書面表決含む）で行われました。議案は、平成 29年度事業報告、決算報告および
定款変更について審議され、全て承認されました。また、平成 30年度事業計画・予算、運営規程の変更、助成金規程の変更な
どが報告されました。

平成29年度　決算 平成30年度　予算
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【運営の部】 【運営の部】
1　収入の部 1　収入の部

科　　目 予算額 決算額 増　減 科　　目 30年度予算 29年度予算 増　減
会 費 制度運営費 19,520,000 19,781,720 261,720 会 費 制度運営費 20,247,000 19,520,000 727,000
雑 収 入 10,000 23,112 13,112 雑 収 入 10,000 10,000 0
繰 越 金 前期繰越金 17,021,479 17,021,479 0 繰 越 金 前期繰越金 19,878,411 17,021,479 2,856,932

収入合計 36,551,479 36,826,311 274,832 収入合計 40,135,411 36,551,479 3,583,932
2　支出の部 2　支出の部

科　　目 予算額 決算額 増　減 科　　目 30年度予算 29年度予算 増　減
一般事務費 10,560,000 10,677,093 117,093 一 般事務費 11,022,000 10,560,000 462,000
会 費 1,750,000 1,698,500 △51,500 会 費 1,620,000 1,750,000 △130,000
事 業 費 4,450,000 4,572,307 122,307 事 業 費 5,400,000 4,450,000 950,000
予 備 費 19,791,479 0 予 備 費 22,093,411 19,791,479 2,301,932
繰 越 金 0 19,878,411 支出合計 40,135,411 36,551,479 3,583,932
支出合計 36,551,479 36,826,311 274,832

【保険料の部】 【保険料の部】
1　収入の部 1　収入の部

科　　目 予算額 決算額 増　減 科　　目 30年度予算 29年度予算 増　減
保 険 料 預り保険料 128,480,000 128,630,380 150,380 保 険 料 預り保険料 137,353,000 128,480,000 8,873,000
2　支出の部 2　支出の部

科　　目 予算額 決算額 増　減 科　　目 30年度予算 29年度予算 増　減
保 険 料 預り保険料 128,480,000 128,630,380 150,380 保 険 料 預り保険料 137,353,000 128,480,000 8,873,000

◆決算および予算について◆

△19,791,479
19,878,411
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