
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

自分の弱さを受け入れて生きる 

一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会 

理 事 長   加 藤 正 仁 
 

新年明けましておめでとうございます！！ 
２０２２年の新しい年を迎え、一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会の会員の

皆様とそのご家族の皆様に心から謹賀申し上げます。 

 始まった新しい年が、皆様にとって希望に満ちた健康で安寧な日々でありますようにと衷心

よりお祈り申し上げます。 
 

確かに人がこの世で生きることは楽しく、愉快で、満足する日々は、願うことであったとし

てもなかなか叶うことではないことはある程度の年齢になれば誰もが推測はできるし、それど

ころか確信に近いものになって来ます。つまり、結論を言ってしまえば人生はいくつかのまぐ

れのような大きな幸せと圧倒的な日々を覆う小さな幸せで成り立っていると言えるのではと思

ったりします。それゆえに、圧倒的なその小さな幸せに満ちている日常という日々の中で、い

かに些細な喜び・悦び・歓び・慶び・嬉び・欣びを見出し、自分の心情として実感に至るかで

はないでしょうか。漢字文化圏に生きる我々には該当する漢字だけでもこんなに多様に、多彩

に、繊細に感じ分けて生きているではないですか。 

コップ半分の水は「残り半分しかない」し、「後半分もある」でもあるわけです。しかし、わ

たしたちはそれぞれの自分に当てはめた時、どちら派なのでしょうか。 

しかもそんなに多彩な喜びを表現できる漢字とその背景にある豊かな感性とに囲まれた文化

の中に生きているのに。それなのに、それなのに我々は・・・。 

新しい年を迎えて、今年こそは、今年こそは改めて自分の生き様を振り返ってみましょう！

我々には今少しの寛容さ、謙遜、許しそして何よりも 

祈りの気持ちが求められているという気づきのうちに。 
   

合掌！ God bless you！ 

 くらし・はたらく・けんり 
あなたの「あんしん」を私たちがサポートします 

発 行：一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会 理事長 加藤 正仁 

事務局：185-0021 東京都国分寺市南町 2-11-14 トミービル 3F 

TEL：042-300-1366 ／ FAX：042-300-1367  URL：https://www.tosapo.jp/ 
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第２１号 

◆ご報告◆ 

加藤理事長におかれましては、 

令和３年度瑞宝双光章 

を受賞されました。 
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あけましておめでとうございます 

日頃より、皆様には大変お世話になりまして誠にありがとう 

ございます。本年も、よろしくお願い申し上げます。 

コミュニティーモール風は平成 17 年に開設され、定員 35 名の生活介護事業

所です。 

風の一日は送迎車でのお迎えから始まります（開設時から、ご自宅迄の朝夕の

送迎を続けています）。登所されてから、午前はグループワークで能力の維持

向上、午後は全体活動として個々のお気持ちに沿ったプログラムを提供してい

ます。又、季節に応じた行事を取り入れながら、風にお越し頂くことで皆様の

笑顔ややりがいを多く持って頂けるように支援に努めています。 

日々の支援ではひやりはっとも見られます。そのような時には、生活サポート

総合補償制度はご本人、ご家族様、私たちにとりまして安心な補償です。 

コロナ禍では、当初は通常通りにはいかず、皆様にご迷惑をお掛け致しまし 

た。混乱の中、(株)JIC 様からの新 

型コロナウィルス対応福祉施設事業 

継続計画(案)は大変参考にさせて頂 

きました。感染対策を含めて、大事 

に至ることなく事業運営を保ててい 

ます。 

今後も風の持ち味を活かして、利用 

者様の笑顔溢れる事業所を目指して、誠心誠意に努めていく所存です。 

社会福祉法人婦人の園は、都外施設として静岡県駿東郡小山町に１９８２年より障がい 

者支援施設インマヌエルを開設し２０２２年にて４０周年を迎えます。 

利用者・職員・保護者・地域、これまで多くの方々の支えがあって運営を継続してくるこ 

とが出来たことを心から感謝しております。 

「自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ（マタイによる福音書１９：１９）」を 

理念とし、50 名の利用者と「共に生きる」を実践してまいりました。 

                長い方では４０年生活を共にしております。高齢化も顕著ですが本人が望 

                むのであれば最後まで生活できる場として支援出来るよう努力をしており 

                ます。生活サポート総合補償制度は、ご本人ご家族の安心感と共に我々支 

                援者にとっても支えとなってくれております。 

                ２０２２年２月初旬、私たちは新たな環境での生活がスタートいたします。 

                新たな環境での生活にはリスクや不安はつきものです。 

                しかし、生活サポート総合補償制度のおかげで新施設での生活にはワクワ 

                クしています。 

「将来どんな暮らしをしたいですか？」をテーマ 

に、「家」「自分の場所」「みんなとの豊かな交わり」 

「地域との交流」をポイントに出来上がった施設 

で思いっきり共に生活していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東サポだより ―２０２２年１月発行― 第２1 号 〔２〕 

社員・支部長からひとこと 社員・支部長の皆さまから、施設のご紹介や生活サポート総合補償制度

へのご要望などについて、お話を伺いました。 

 

 社会福祉法人すみれ会 コミュニティーモール風 

    現サービス管理責任者・次期施設長  梶原 伸介 様 

 社会福祉法人婦人の園 インマヌエル 

               理事長兼施設長   髙橋 賴太 様 



 

 

第２１号 東サポだより ―２０２２年１月発行― 〔３〕 

４団体共催研修会 

これまでの知的障害者福祉、 
そしてこれから 

 これまでの知的障害・発達障害児者支援の在り方を検証、評価し、この後何れの方向に向かう・整

えるべきなのか？を論点として、講演と意見表明・交換を図りたいと存じます。講師の加藤理事長に

は、福祉人としての信条とする『ミッションとパッション』に基づく障害児者支援への取り組みと将

来像を取り上げての記念講演。山本様からは、当事者本位を外すことの無い真っ当な障害者支援への

志を中心としたご講話をお願いしております。さらにこれまで、ご講演やご挨拶に与った元厚労省副

大臣の高木美智代様には、『障害者の意思決定』を盛り込んだ総合支援法成立へのご苦労、障害者成

年後見制度の利用促進の大切さなどについて、障害児者福祉行政の整備・推進に深く携わって関わっ

てこられた実績からのお話を伺えることに期待を大きくしております。 

今回は、新型コロナウイルス感染防止策を講じ会場にお席を用意しました。そして、会場からはweb 

配信もおこなう「ハイブリッド開催」を試みます。多くの皆さまのご参加をお待ちいたしております。 

 

 日時 開催方法・定員 

２０２２年２月６日（日） 

【１３：００～１６：００】 

≪ハイブリッド開催≫ 

① 会場：研究社英語センター地下 2 階大会議室 60 人 

② Web（ZOOM を使用）：200 人 

プログラム 

       総合司会 山下 望（NPO法人東京都発達障害支援協会理事長） 
 

Ⅰ 記念講演 講師 加藤 正仁（一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会理事長） 
 

Ⅱ 講演 

① 講師 山本 あおひ氏（社会福祉法人正夢の会 副理事長兼事業統括） 

② 講師 高木 美智代氏（元厚生労働副大臣） 
 

Ⅲ 鼎談 コーディネーター 本多 公恵 

（東京都発達障害支援協会・東京都知的障害児者生活サポート協会理事） 

≪共催 4団体≫ 

一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会 

NPO 法人東京都発達障害支援協会 

東京都障害者通所活動施設職員研修会 

東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会 

 

申込方法など 

協会ホームページ「研修会申込み」のページで詳細をご確認いただき、お申込みください。 

お申込みの締切りは、1 月 25 日（火）※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 



  

東サポだより ―２０２２年１月発行― 第２１号 〔４〕 〔５〕 東サポだより ―２０２２年１月発行― 第２１号 

一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会主催 

関東甲越ブロック会議に参加 
 

今年度は一般社団法人埼玉県知的障害児者生活サポート協会が開催県となり、11 月 18 日（木）オンライン

（ZOOM）にておこなわれ、ブロックのサポート協会、全国サポート協会、AIG 損害保険（株）、（株）ジェイ

アイシーより、69 名の皆さまが参加されました。 

ブロック会議では、加入状況・事業実施の報告と「生活サポート総合補償制度」の方向性についての協議を

中心に意見交換が行われました。ここで話し合われた内容は、全国サポート協会にて協議されます。また、今

年度は新型コロナウイルス感染による保険請求についても報告がありました（6P 参照）。 

◎関東甲越ブロックは、東京都のほか、いばらき（茨城県）、栃木県、群馬県、埼玉県、なのはな（千葉県）、

やまゆり（神奈川県）、山梨県、ハンズ（新潟県）の、1 都 8 県のサポート協会で構成されています。なお全国

には関東甲越のほか、北海道、東北、中部、近畿・中国・四国、および九州の６ブロックがあります。 

 

東サポは 2006 年 12 月の発足以来 15 年が過ぎ、同時に『生活サポート総合補償制度』

も今年の 3月で満 15才になります。この間に会員は 2,000人近くも増え、まもなく 5,500

人（表.1）となり、拡大を続けています。会員の皆様には心より感謝申し上げます。 

活動は補償制度の窓口として、ご加入やご変更、また保険金請求についての受付のほか、

それに関わるご相談も受けています。内容は、加入ができるかどうか、既往症があっても請

求できるか、『私が居なくなっても続けられるか』といった親なきあとのご心配など、多岐に

わたるご相談です。ご相談内容によっては、専門機関にお繋ぎすることもいたしますので、

何かお困りごとがございましたら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。でき

る限りお手伝いさせていただきます。 

 

 

 

補償制度へのご意見・ご要望 

★ご請求のお手続きについて 

・記入する事項について、複雑さやわずらわしさを感じませんでした。 

★補償内容について 

・入院給付金の日数を３０日より増やしてもらえるとありがたいです。 

★補償制度について 

・障害者は普通の保険になかなか入れないと思っているのでありがたいです。ただ、病気の時の補償が

もう少し厚いといいのですが。。。 

★東サポへのご意見 

・入院の際の付添介護人の保険金は有意義と思います。 

・いつもありがとうございます。この補償のおかげで入院調整ができています。 

◆ご利用いただいた方へのアンケートより抜粋 

 

 

◆加入者数及び保険金のお支払いについて 

 現在の加入者数は 5,452人（内訳 A：3,175 人、

B：2,009 人、C：268 人）、新規加入者は 208

人（1 月加入含む）です。 

 プラン別加入者数（表.3）ではプラン A の割合

が多くなっていますが、新規加入では約半数が

プラン B を選んでいます（表.2）。 

 保険金支払い状況は、プラン B でのご利用が多

くなっています。（表.5） 

東サポは 15才になりました 

プラン B 誕生 

プラン C 誕生 

（万円） 

（表.3） 

（表.5） 

スタートはプラン A 
Suta-to 

（表.1） 

（表.2） 

（表.4） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 生活サポート総合補償制度 担当保険代理店 (株)ジェイアイシーより ● 
 

平素より生活サポート総合補償制度を通じ、会員様及び関係者の 

皆さま方にはひとかたならぬ御愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、以前より新型コロナウイルス感染症による入院（自宅療養等） 

した際の、特別対応をご案内しておりますが、新たな特別措置を実施 

しておりますのでご案内いたします。 

□特別措置の内容 

 医療機関・医師の指示により、臨時施設または自宅で入院と同等の 

療養をした場合は、入院したものとみなして入院給付金をお支払いし 

ます（医師の管理下にない状況でも対象）。 
    

       

株式会社ジェイアイシー  TEL：０３-５３２１-３３７３   URL：https://jicgroup.co.jp/  

               営業担当：梅木・會田（アイダ） 事務担当：成田 

 

東サポだより ―２０２２年１月発行― 第２1号 〔６〕 

梅木さん         會田さん 

新型コロナウイルス感染症による 

請求件数（東サポ／2021.11.4時点） 

 ①病院入院 36件 

 ②施設療養  4件 

③自宅療養 14件 

④宿泊施設  2件 ＜総計 56件＞ 

■追加特別措置 

 新型コロナウイルス感染症による保険金請求時の必要書類を一部省略して

対応させていただきます。 

 入院治療期間または自宅・宿泊療養期間が１４日以内の場合は、原則『新型

コロナウイルス感染症用保険金請求書兼同意書』のみでご請求いただけます。 

（※保険会社が必要と判断した場合は、別途書類の提出をお願いする場合がご

ざいます）。入院治療期間または自宅・宿泊療養期間が１５日以上の場合はこ

れまでと同様の書類（＊）が必要となります。 

 ＊保険金請求書兼同意書＋就業制限・解除通知書や宿泊・自宅療養証明書の写し等 

  特別措置に関してご不明な点がございましたら、サポート協会またはジェイアイシーまでお問い合わせください。 

 今後も、会員様の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、より一層お力添えが 

できるようスタッフ一同努めてまいります。 
  

       

会員のみなさまへ・・・『2022 年度 制度会員継続のご案内』をお届けします 

毎年２月上旬に『制度会員継続のご案内』をお送りしております。 

届きましたら必ず開封していただき、内容のご確認をお願いいたします。 

現在ご登録の「加入者（保護者）氏名」「ご住所」「電話番号」のほか、「お引き落とし口座」、 

「加入プラン」の変更などをご希望の方は、同封の記入例をご一読の上、２月２８日までにご返信ください。 
 

※特にご変更のない場合は、返信の必要はありません。そのままの内容で次年度もご継続になります。 

 ご不明なことがございましたら、東サポ事務局までお気軽にご連絡ください（ ☎ 042-300-1366 ）。 
  

       

（株）ジェイアイシーでは、障害のある方やご家族に関する様々なオンライン

セミナーを開催しています。ご興味のある方は、ホームページをご覧ください。 

          URL：https://jicgroup.co.jp/ 

【気になる 親なきあと の準備～『成年後見制度』と『遺言』のこと】 
 

 日 時 2022年 2月 26日（土）13：00～14：30 

 第一部 “いっしょに学ぼう いろいろな「成年後見制度」と「遺言」” 

        司法書士 上野功二氏（中村司法書士事務所・副所長／相模原市） 

 第二部 お子さまにお金を安心してのこす信託の仕組み 

        （株）ジェイアイシー 

  ※ 参加には事前のお申し込み（参加登録：無料）が必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

東サポだより ―２０２２年１月発行― 第２１号 〔７〕 

言葉での表現がなくても 
 

息子３４歳、２０歳の時とても大きな不調に陥り何年かは「どうなるの？回復 

するの」と思いで数年暮らしてきました。 

徐々に回復する中で「本人に寄り添う、本人の想いを大切に」とよく言われますが、聞く側の私が本当に

聞くという事ができているのか、聞こうとしているのか、息子が伝えたいと思える状況を作ってあげている

のか、こんな問いかけで大丈夫か、誘導になっていないかと。１０年近く迷ってきました。 

そのことが息子に伝わったのか、私が少しかわることが出来たのか、本人が大人になったのか分りません

が、最近の息子は自分の気持ちをどんどんぶつけてきますし、伝えても来ます。、伝えたいと思っている息

子が目の前にいて、今時でしょうか、スマホを片手にサイトから情報を取り出し「ほしいもの」「見たいも

の」「行きたいところ」の情報を伝えるという事ができるようになりました。息子は伝えてもいいんだとい

う事を学んだし、伝えたいという気持ちを感じ取れる家族になったと思っています。ある部分ではとても対

等な関係が出来たのではないかと思っています。 

最近は「ただいま」と言って帰ってきます。けっして「た・だ・い・ま」とは聞くことはできませんが息

子は私の方を見ながら、ただいまと言います。こんな小さな出来事が今有ることに嬉しさがあります。息子

とは、ある意味対等でいることのできる時間を多く作りたい。そんな思いで日々の暮らしを楽しんでいます。

子離れも考えながら。                         （理事 清野 弘子） 

 第 15 回東京大集会 報告 

 2021 年 9 月 18 日(土)、『障害者への多様な暮らしの場

の確保・保障を求める』をテーマに、第 15 回東京大集会が

YouTube ライブによるオンラインで開催されました。東サ

ポも共催団体として関わりました。 

 当日は会場に関係団体代表メンバーが集まり、それぞれの

団体紹介と動画による発表が行われました。 

 その後、都議会主要 5 会派から、障害のある都民の暮らし

について事前に依頼した 5 つの問いかけへのご意見を動画

にてお答えいただくといった内容でした。 

実行委員長・東サポ理事 小池朗 

六団体の皆様  前列 左・清野理事、中央・白土副理事長、 
        後列 左・小池理事、中央左・山下理事 

 大会の最後には東京施保連代表幹事/東サポ副

理事長の白土より知的・発達障害児者の権利擁護、

暮らしの場の抜本的な整備、安心して暮らせる仕

組みづくり、理解促進及び差別解消のための東京

都条例の精神の普及について、アピール文の発表

を行いました。 

 コロナ禍において何ができるのか私たちの試行

錯誤は続きますが、コロナに関わらず、例え生きづ

らさを抱えているとしても、住み慣れた地域の中

で安心して暮らすことのできる社会の実現へ向け

た、重要な発信の機会であったと思います。 

 2022 年度においても開催に向けて準備が始ま

っています。これからもより多くの声を届け続け

るため、皆様にもぜひご参加をお願いします。 
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 全国サポート協会では、毎年『アールブリュット作品展』を開催しています。入賞作品は、次年度のパン

フレットの表紙として使用させていただいています。また応募の中からいくつかの作品がカレンダーのデ

ザインとして採用されました。2022 年版には東サポの会員さまの作品も掲載され、作者のみなさまや支部

施設などに配布しました。 
  

       

2022 年度も募集をします。応募方法につきましては２月以降にご案内しますので、東サポホームページを

ご覧いただくか事務局までお問合せください。素敵な作品をお待ちしております！ 

 
  

       

野菜がタップリ！和風のおだしでサッパリ！冷蔵庫もスッキリ！？ なスープをご紹介します 

 

 
  

       

【用意するもの】4 人分 
 

・にんじん 1/2 本 

・じゃがいも ２個 

・だいこん 1/4 本 

・玉ねぎ  1/2 個 

・ごぼう  1/3 本 

・ブロッコリー 1/2 株 

・ベーコンまたはウインナー 50ｇ 
 

その他、冷蔵庫にあるお野菜を使っちゃいま

しょう！仕上げにミニトマトやキャンディ

チーズを入れても美味しいですよ。 

 

 
  

       

① 根菜類や玉ねぎはサイコロに、ベーコンやウインナー 

  も食べやすいサイズに揃えて切ります 

② ブロッコリーは小房に切り分け、茎の部分も１cm 角 

  にします（筋など固いところは外します） 

③ お鍋にオリーブオイルを入れて中火で熱し、先にベー 

  コンやウインナーを炒めます 

④ 香りが出たところで、根菜を先にいれて全体に油がま 

  わるように軽く炒めます 

⑤ お鍋にだし汁（和風だし）を４００ml と同量の水を加 

  え、沸騰してきたら灰汁をすくいながら、弱火で野菜 

  が柔らかくなるまでコトコトと・・・ 

⑥ 固めの野菜に火が通ったところで、ブロッコリーを加 

  えます（ブロッコリーは別茹でにしてから最後に加え 

  ると彩り良く仕上がりますね） 

⑦ 塩、こしょうでシンプルな味付けも良いですが、柚子 

  胡椒を使うと一味違う風味が楽しめます 

 
  

       

コンソメ味の洋風スープも美味しいですが、

和風のおだしを使うことで、和食のおかずに 

も合う、やさしいスープになりますよ。 

 

 
  

       

編集後記 ～・～・～・～・～・～・～・～ 

あけましておめでとうございます。昨年の緊急事態宣言発令中は、時短業務や在宅ワークなど、皆様には大変

ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。でも今度は「オミクロン株」が・・ウイルスはなかなか手ごわいで

す。そんな中で三密を避け、体力をつけて乗り切るためお料理をご紹介しました。厳しい寒さに具だくさんの煮

込み料理を頂くと、心身を温め、筋肉を和らげ、エネルギーを与えてくれますね。 

どうぞ元気にお過ごしください。本年もよろしくお願い申し上げます。 （事務局長 鈴村 のり子） 


