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「玉縄桜」植樹

2013/03/13

  鎌倉市の「玉縄桜をひろめる会」より玉縄桜の
苗を10本ご寄贈いただき、やましろ榾場南側
斜面に会員5名の皆様とやえくぼのご本人・
職員で植樹しました。玉縄桜は染井吉野と大寒桜
の交配種で早咲き、長咲きが特徴です。
  来年の開花が楽しみです。

  

ひらつな祭に参加しました!

2013/03/12

2013年3月9日(土)11:00～15:00平塚駅前の紅谷パールロード商店街・まちかど広場を中心に、
第2回ひらつな祭が開催されました。このイベントは、2011年3月11日の東日本大震災を受けて、
被災地復興支援と防災に向けて「地域みんなでつながろう!」をテーマにしています。飲食及び展
示ブースで50ブースを超える他、多彩なダンス、パフォーマンス、音楽バンド演奏など盛りだくさ
んの内容でした。進和学園は飲食ブースにパン・クッキーの販売、展示ブースに小碁盤セットの紹
介販売、まちかど広場では「とびっきりレインボーズ」が演奏しました。第二部15:30～19:00は
平塚八幡宮にて防災シンポジウム、線香花火大会、音楽演奏もあり、盛り上がりました。夕方から
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は、進和学園やえくぼでつくった竹ランタンの灯火が印象的でした。年代、業種を超えていろいろ
な人が集まり、大きなイベントとなりました。みんながつながる絆の大切さを感じました。

とびっきりレインボーズの演奏「南三陸町ロックンロール」「懐かしのヒットソング・メドレー」

 

7バンドが出演する「まちかど広場ステージ」の音響スタッフとし
て学園職員が活躍！

サンメッセのパン販売、早速に完売しました！

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/sunsity_hiratsuka
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/tobi
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/honninzitikairenngoukai
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NPO暮らしと耐震協議会とサンメッセの連携事業である
小碁盤セットの紹介販売

平塚八幡宮の線香花火大会では、進和学園やえくぼで
ボランティアさんとつくった竹ランタン100個が好評でした

職業センター地鎮祭

2013/03/08

1月7日より1か月半をかけて作業棟の解体工事が終了しました。このたび地主の横溝様をはじめ、
地域のみなさまをお迎えして、利用者本人・家族会・役職員総勢百二十名で土屋熊野神社、柳田宮
司様による地鎮祭を行い工事の無事を祈願しました。

 参加者全員での集合写真

 鍬入れの儀  本人自治会連合会会長

なおび幼稚園 植樹祭～子供たちの成長を願って！～

http://shonantown.jp/ht/#!/home
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2013/03/08

なおび幼稚園（東京小平市）は、創立５０周年を記念して園庭に１，０００本の苗木を植える植樹
祭を実施されました。工事を手掛ける高田造園設計事務所様（千葉市）のご紹介で、進和学園栽培
の苗木をご利用頂くという有難いご縁に恵まれました。
２０１３年３月７日、春
の穏やかな陽光の下、子
供たち２００人が主役の
植樹イベントが開催さ
れ、進和学園・研進のメ
ンバーも参加させて頂
き、皆で楽しく木を植え
ることが出来ました。

一粒のドングリが立派な木に育つように、未来を築く子供たちの健やかな成長を願っています。
このような意義ある植栽計画に進和学園の苗木をご利用頂き、学園メンバーにとって貴重な社会参
加の機会を与えて下さった「なおび幼稚園」園長の神保佳世子先生、並びにコーディネート頂いた
高田造園設計事務所代表の高田宏臣様はじめ関係の皆様に心より感謝申し上げます。

雑木の庭つくり日記（2013.3.7 高田造園設計事務所）

全国社会就労センター協議会／ホンダ様「特別感謝」表彰！

2013/03/04

全国社会福祉協議会／全国社会就労センター協議会は、障害者への仕事の発注等を通じて就労支援
に協力・貢献した企業・団体・官公庁を表彰しています。
この度、本田技研工業（株）購買本部様はじめ４７の企業・団体が、表彰対象に選ばれ、２０１３
年２月２７日、新横浜国際ホテルにて開催された表彰式において、感謝状が贈呈されました。

http://www.naobi.net/
http://www.takadazouen.com/
http://www.zoukinoniwa.biz/blog/2013/03/2537.html
http://www.zoukinoniwa.biz/blog/2013/03/2537.html
http://www.zoukinoniwa.biz/blog/2013/03/2537.html
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全国社会就労センター協議会 協力企業・団体・官公庁等表彰
～ ２０１３年２月２７日 新横浜国際ホテル ～
特に、本田技研工業様は、永年に亘る研進・進和学園利用者への発注を通じて、福祉的就労分野へ
の多大な貢献が評価され、「特別感謝」対象（注）の１２社・団体の１社として表彰されました。
ホンダ様が、自社グループにおける障害者雇用に加え、障害者の自立支援に資する発注形態におい
ても顕著な実績を蓄積されていることに、心より敬意を表する次第です。
（注）本田技研工業（株）購買本部様は、２００９年度「感謝」表彰に続いて、本年度新設の
「特別感謝」表彰対象にも選ばれ表彰されました。

湘南ネギ太朗・ホンダ様食堂に登場！

2013/02/25

進和学園 しんわルネッサンス農業Ｇｒ.は、「施
設外就労」という形態で地元の横山農園様（代
表：横山一郎様）のご指導のもと、農作業に励ん
でいます。
一方、ホンダ開発（株）様のご厚意により、進和
学園が手掛けた減農薬野菜をホンダ社員の皆様の
昼食にご利用頂いて３年目。今年は、「湘南ネギ
太朗」の愛称で、約４００kg の長ネギの出荷が
実現しました！ホンダ青山本社及び和光事業所の
ランチ・メニューの数々に登場し、大好評を博し
ています。

これまで、ジャガイモ、サツ
マイモ、玉葱等もご利用頂いていますが、これだけの量の出荷は初めてであ
り、メンバーにとっても大きな励みとなっています。とりわけ、日頃より大
変お世話になっているホンダ社員の皆様に召し上がって頂けることは、この
上もない喜びです。ホンダ開発様並びにサポート頂いている横山農園様に心
より感謝申し上げます。

ホンダ開発（株）様／食堂・喫茶の社会貢献活動

ホンダロジスティクス様との交流

http://www.honda-kaihatsu.co.jp/catering/contribution.html
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2013/02/25

（株）ホンダロジスティクス様には、私達が組み立てているホンダ車部品の輸送及び納入代行業務
を、全面的にサポート頂き大変お世話になっています。同社の皆様には、物流面の本業分野を超え
て、進和学園で働く障害をお持ちの方々を応援頂いており、心より感謝申し上げます。

■ホンダロジスティクス様／製パン・クッキー部門をご視察

２０１３年２月７日、同社購買スタッフの方に、進和学園をご視察頂きました。同社のイベントに
おいて、進和学園の自主製品（クッキー、ラスク、カフェ・ブーケ等）をご利用頂けるとの大変有
難いお申し出を頂戴し、「サンメッセしんわ」の製パン・クッキー部門と路面店「プチ・ブーケ」
を中心にご案内申し上げました。
限られた時間でしたが、進和学園のメンバーと親しく交流頂き、私達にとって大きな励みになりま
した。

■ホンダロジスティクス様に御礼訪問
２０１３年１月１６日、私達の代表は、同社本社
（東京都千代田区）を訪問し、日頃のご支援並び
にクリスマスの際に賜ったご厚意について、御礼
方々ご挨拶に伺いました。社長の永井髙志様はじ
め社員の皆様に温かくお迎え頂き、励ましのお言
葉を頂戴しました。同社の皆様と親しく懇談し、
交流を深める機会を得ましたことを大変嬉しく思
います。

写真：ホンダロジスティクス社長の永井髙志様（後列中央）、取締役の井芳史様（後列左から
2人目）とご一緒に！

車両購入助成ご支援に感謝！

2013/01/31

やましろホームでは、神奈川県共同募金会さまより受配を受けマイクロバスを購入しました。
万田ホームでは、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団様より助成金を受け14人乗り車両を購入
しました。
感謝を込めて、今後も大切に活用させていただきます。

  

http://www.honda-logistics.co.jp/index.html
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マイクロバス  14人乗り車両

本田技研工業㈱ 埼玉製作所 新春駅伝 ２０１３

2013/01/22

 平成25年1月20日（日） 今年も本田技研工業㈱様埼玉製作所にて開催された「新春駅伝2013」に
利用者ご本人＆職員合同チームとして出場しました。結果は193チーム中177位と少し残念な結果
ではありますが日頃お世話になっている本田技研工業㈱様と更なる絆ができたものと信じていま
す。
とても寒い１日でしたが模擬店の出店もさせて頂き、多くのお客様にパン・クッキー・ラスク等を
販売することができました。最後には恒例となった大抽選会（残念ながら当たらず）、大盛り上が
りをみせ終了いたしました。来年こそは・・・。

                           

38年間ありがとう！ 職業センター感謝の集い ～新たなる旅立ち

2013/01/08

平成24年12月14日（金）職業センターに別れを告げ感謝の気持ちを捧げようと、共に働いた仲間
たちやセンターに縁の深い方々が大勢集いました。最後は器楽同好会「とびっきりレインボーズ」
の演奏でしめくくり、皆の歌声が響きわたりました。進和職業センターの取り組みは、「しんわル
ネッサンス」をはじめ学園各施設にしっかりと受け継がれています！
ホンダ車部品組み立て作業の拠点として、永年に亘り私達を支えてくれた進和職業センターは、高
齢障がい者のための生活介護施設に生まれ変わることになりました。今後、作業棟の取壊しそして
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新施設完成後に生活棟も取り壊します。2年後の「新たなる旅立ち」を楽しみにしています。

新春を駆けぬける! 旭地区一周駅伝大会に出場

2013/01/04

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
2013年(平成25年)元旦に第50回旭地区一周駅伝大会が開催されました。進和学園グループホーム
の早川雅人さんが、地元の万田自治会チームの代表選手として選出され出場。見事な走りでチーム
の成績向上に貢献しました。24チーム出場の中で総合6位(自治会対抗の部で4位)で見事、入賞を
果たしました。このたび地元自治会の駅伝代表選手に選ばれたことは、進和学園で初めてのことで
す。監督からは「来年の走りも期待したい！」と熱のこもったお言葉をいただきました。

  

 落合平塚市長さんも開会式に駆けつけました  24チームが一斉にスタート
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 たすきをつないで9区1,450ｍを ダッシュ!! グループホームの皆さんの声援をうけて快走!!

アイラナ通信でカリカリココナッツＰＲ！

2012/12/28

 

このたび「ともしびショップ湘南平」の挽きたてコーヒー
の豆を自家焙煎している「カフェ アイラナ」さんの通
信(2012年12月号)で、サンメッセしんわのオリジナルク
ッキー「カリカリココナッツ」を紹介していただきまし
た。マスター島村さんの毎月作る通信は、話題豊富で抱腹
絶倒です？！発想や目のつけどころが違います。ぜひ、
「カフェ アイラナ」さんにお出かけください。アロハシ
ャツを着た島村夫妻が迎えてくれます。お店は「平塚市撫
子原7-29ビラナデシコ101」です。お店の情報はホーム
ページでどうぞ！
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クリスマス交流会 ～ Hondaの皆様をお迎えして！ ～

2012/12/25

２０１２年１２月２４日、クリスマス・イ
ブ！本田技研工業の皆様、そして元副社長
の西田通弘様をお迎えして、３９回目を数
える恒例の「クリスマス交流会」を開催し
ました。年末のご多忙のところ、貴重な時
間を割いて進和学園をご慰問下さっ
たHondaの皆様には、サンタクロースやト
ナカイに扮装してイベントを楽しく盛り上
げて頂き、厚くお礼申し上げます。

私達の活動をご視察頂くと共に、ラ
ンチ、学園活動の紹介、「とびっき
りレインボーズ」（学園器楽同好
会）の演奏もご一緒に楽しみまし
た。利用者ご本人、ご家族、職員と
の交流も深まり、、心温まる素晴ら
しい一時を過ごしました。
Hondaの皆様の変わらぬご厚情に感
謝し、皆様のご期待にお応えできる
よう一同力を合わせてチャレンジし
て行こうと決意を新たにしました。
依然、厳しい環境が続きますが、こ
の感激を胸に刻み、明年に夢を繋いで参りたいと思います。

ＦＭ湘南ナパサに生出演しました!!

2012/12/06

http://cafeailana.boy.jp/?page_id=46
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12月5日(水)19:00～19:30FM湘南ナパサのアットホームな番組「ひなパパサ」に進和学園より原
さん、市川さん、山田さん、三浦さんが生出演しました。おもに12月7日(金)～19日(水)「ともし
びショップ湘南平」で開催される「こころのかたちアート展」のご案内を中心に、日頃の進和学園
の活動紹介をさせていただきました。陶芸部門代表の原さんは、緊張しながらもしっかりとトーク
しました!パーソナリティの水嶋あきさんと息子さんのひなたくん!楽しい時間をありがとうござい
ました。

  

スタジオ風景 原さんのトーク 応援団も集合！おつかれ様でした!

「とびっきりレインボーズ」障がい者の日キャンペーンに出演しました!

2012/12/03

12月2日(日)13:30より平塚市障がい者団体連合会、平塚市社会福祉協議会主催による「共に生き
よう!障がい者の日キャンペーン」がOSC湘南シティ オープンモールステージで開催されました。
昨年に引続き進和学園器楽同好会「とびっきりレインボーズ」が出演いたしました。腹話術、のこ
ぎり演奏、パラリンピックのメダリスト加藤有希選手のトークショーと盛りだくさんの企画もあり
ました。
当日のライブ映像は、youtubeで配信しています。下記の曲目をクリックしてください!!
1南三陸町ロックンロール 
2上を向いてあるこう
3恋の季節・ブルーシャドゥ   
4想い出の渚・お嫁においで
5また逢う日まで・風       
6君といつまでも・シーサイドバウンド

 

 

 

 

 
落合平塚市長さん 平塚市社会福祉協議会 金田会長さん ドラマー五十嵐さんのあいさつ

 

http://www.youtube.com/watch?v=WbQdZLgIsDs
http://www.youtube.com/watch?v=WbQdZLgIsDs
http://www.youtube.com/watch?v=T1CKGyW8oJo
http://www.youtube.com/watch?v=T1CKGyW8oJo
http://www.youtube.com/watch?v=IgCDZnUmSZg
http://www.youtube.com/watch?v=IgCDZnUmSZg
http://www.youtube.com/watch?v=IgCDZnUmSZg
http://www.youtube.com/watch?v=98qa7-Z2Ccc
http://www.youtube.com/watch?v=98qa7-Z2Ccc
http://www.youtube.com/watch?v=HE2jzeTJYao
http://www.youtube.com/watch?v=HE2jzeTJYao
http://www.youtube.com/watch?v=QEI9M2_BFvs
http://www.youtube.com/watch?v=QEI9M2_BFvs
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 とびっきりレインボーズの寒さを吹き飛ばす熱い演奏  曲に合わせてダンスを踊る人も登場!!

魚皿で新鮮なお刺身をどうぞ♪

2012/12/01
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土屋窯で作った魚皿を伊勢原の「海鮮市場マルモト」さん（伊勢原市伊勢原１丁目3-37）で委託販
売しています。このたび、マルモト様のご好意で、学園の魚皿を購入された方が1,000円以上のお
刺身を注文すると100円引きとなるサービスが始まりました。同じお皿で何度でもサービスが受け
られます。新鮮で美味しいお刺身をどうぞお召し上がりください。

目からウロコの古武術介護術を体験!

2012/11/24

11月21日(水)進和学園職員養成委員会は「日々の介護がラクになる!!古武術介護の体験(基礎編)」
研修会を進和あさひホームで開催。講師は古武術介護塾 塾長の福井義幸先生です。骨格、関節の構
造を知ることから始まり、座り方、歩き方、物の持ち方等で、体の重心がしっかり骨盤に安定する
ことで、すごい力を発揮することを体験。腰痛予防にもなります。また相手を思う気持ちが強けれ
ば強いほど、お互いのひきつける力も強くなる不思議な事象も体験。講義が進むごとに参加者より
驚きの声が上がりました。「人の支援は、寄り添う気持ちが一番大事です」という言葉が心に残り
ました。今後も継続した研修として取り組んでいきます。福井義幸先生は㈲地域住環境研究所を経
営され、建築、設計、防災、福祉関係の分野で活躍されています。

  

 

  

 講義風景 古武術介護を体験 福井義幸先生を囲んで 

http://www16.plala.or.jp/jukankyo/
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「社会福祉展」・「社会福祉を考えるつどい2012」に参加

2012/11/21

平塚市と市社協の主催で11月15日(木)～19日(月)「社会福祉展」が平塚市中央公民館2Fギャラリ
ーにて開催されました。平塚市内の障がい者施設、高齢者施設、保育園の日頃の活動発表と福祉啓
蒙のために毎年実施されています。進和学園として写真パネルと陶芸、手工芸品を中心に展示しま
した。17日(土)には「社会福祉を考えるつどい2012」が平塚市中央公民館4F小ホールにて開催さ
れました。社会福祉功労者表彰に引続き、成年後見シンポジウムが開催され、福祉ジャーナリスト
村田幸子氏の基調講演のあと、シンポジストとして出縄守英副理事長が障がい福祉の立場から現況
と今後について意見を述べました。

     

社会福祉展の進和学園の展示前にて 成年後見シンポジウムに進和学園より出縄守英副理事長が参加

FM湘南ナパサに出演しました!!

2012/11/20

11月19日(月)FM湘南ナパサのパーソナリティ山田美智子さんの番組「あさ Napasa」に、「サン
メッセしんわ」の瀬間さんと関さんが出演しました。進和学園の日頃の活動報告をはじ
め、Sunsunマルシェの出店、ラスカウィークリースイーツの出店、平塚商工会議所主催の逸品研
究会の取組み、野菜の無農薬栽培、しいたけの原木栽培、「いのちの森づくり(どんぐりポット
苗)」の取組み、ともしびショップ湘南平で12/7(金)～19(水)で開催される「こころのかたちアー
ト展」の案内もさせていただきました。瀬間さんは、山田さんの質問に照れながらも、しっかりと
笑顔で答えていました。山田さん!また声をかけてくださいね!ありがとうございました。

  

http://hiratsukasyakyo.jp/pdf/24tsudoi.pdf
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平塚駅前のMNビル2Fが湘南ナパサのスタジオです 緊張しながらも、落ち着いたトークでした!

ラスカウィークリースイーツ好評いただきました!

2012/11/20

11/14(水)～20(火)の1週間、平塚駅ビルラスカ1階の「ラスカウィークリースイーツ」コーナーに
「サンメッセしんわ」が出店しました。このたび9回目の出店となります。利用者ご本人と職員の
売り子さんも、お客様とのふれあいに緊張しながらも、大きな達成感を得ることができました。
「サンメッセのパンは、おいしいと聞いたから!」と、わざわざお買い求めに来るお客様もいられ
てうれしい限りです。今回の目玉商品は、湘南カオリ麺でおなじみの湘南カオリ小麦(平塚産)を使
用した「湘南カオリパン」です。連日完売となり、まことにありがとうございました!!

 

「サンメッセ」＆「プチ・ブーケ」のパンとク
ッキーで

バリエーションが増えました
お客様との会話も楽しいです!! 連日の盛況ぶりに、うれしい悲鳴でした

しまむらストアーとの連携～施設外就労を開始～

2012/11/05

平塚の有名スーパーしまむらストアー様のご理解ご支援の下、同ストアー長持店において「施設外
就労」がスタートしました。「施設外就労」は、企業内授産とも言われる福祉制度上の障がい者の
就労形態です。進和学園利用者と職員がチームで同ストアーに赴き、バックヤード業務を請け負わ
せて頂きます。野菜の袋詰めや清掃等の作業を担当させて頂きます。
「施設外就労」は、企業の中で障がい者が実際に働く機会を得ることにより実戦的な職能訓練の場
となり、「雇用」への移行を促すと共に、工賃の確保にも繋がります。福祉事業者にとっても指導
ノウハウを活かす場となり、障がい者本人、企業、福祉施設の何れにとってもメリットが大きい制
度と言えます。
この取り組みは、２０１２年１１月より毎週金曜日に長持店において実施、順次、日数を増やし他
店舗への展開も検討して参ります。私共の願いを親身に受け止めて頂いた同ストアー社長の島村孝
征様、長持店の大友店長様、青果サブバイヤーの松永様はじめスタッフの皆様に厚くお礼申し上げ
ます。

写真：しまむらストアー社長の島村孝征様（右から5人目）、長持店の大友店長様（左）と共に
～施設外就労に向けての実修／しまむらストアー長持店にて（2012.9.28）～

＜就労支援勉強会／しまむらストアー：堀口様ご指導＞
２０１２年１０月２９日、施設外就労の開始を控え、同スト
アー青果部門バイヤーの堀口様を講師にお招きして就労支援

http://www.shimamura-store.com/
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勉強会を開催しました。堀口様には、同ストアーとの取引開
始以来、温かいご指導・アドバイスを賜り、大変お世話にな
っています。
社会人として働く際に基本となる３項目・・①挨拶の大切さ
②感謝の気持ち ③素直な心 についてご自身の実体験を交え
大変分かり易くお話し頂きました。参加した利用者本人の皆
さんは勿論、職員にとっても大いに勉強となる素晴らしい内
容でした。

「こころのかたちアート展」ご来場ありがとうございました

2012/11/02

平成24年12月7日(金)～19日(水) 「こころのかたちアート展」をギャラリー＆カフェ 「ともしび
ショップ湘南平」（湘南平の終点バス停前）で開催いたしました。おかげさまで個性豊かなアート
作品がたいへん好評で盛況でした。店内の雰囲気も変わっていることに驚かれた方もいられまし
た。たくさんの皆さまにご来場いただきまして誠にありがとうございました。次回の企画に熱がは
いります!
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2012年12月9日(日) 神奈川新聞で紹介されました。

横浜ウォーカーで紹介されました！

2012/11/02

横浜ウォーカーの特集記事で、ＳｕｎＳｕｎマルシェの取り組みが掲載され、「サンメッセしん
わ」の人気のエリンギパンとキャラメルパンが紹介されました。神奈川県が企画する「神奈川盛り
上げ隊」と平塚の商業者らのコラボ企画として、11月に平塚で開催されるお祭りイベントが紹介さ
れています。サンメッセしんわの三浦職員は神奈川盛り上げ隊の特別隊員です！！
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ラーメンＷａｌｋｅｒ神奈川2013で紹介されました！

2012/11/02

ラーメンＷａｌｋｅｒ神奈川の特集記事「地場ラーメン」で湘南カオリ麺が紹介されました。進和
学園の製粉作業も写真入りで紹介されました。
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平塚生まれの「湘南カオリ麺」の取り組みが紹介されました！

2012/11/02

神奈川新聞で平塚特産の「湘南カオリ麺」が紹介されました。平塚市料理飲食業組合連合会との連
携で、平塚で栽培された小麦品種「ニシノカオリ」を、進和職業センターで製粉しています。今後
カオリ麺を使用した新メニューや学校給食での使用も予定されています。平塚の新名物として期待
されています。
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旭南地区社協「ふれあい広場」で盛り上がりました！

2012/11/02

10月21日(日)旭南公民館にて、毎年恒例の「ふれあい広場」にとびっきりレインボーズが出演し
ました。10曲のメドレー演奏は好評でした。その後体育館に移動しての風船バレーボール大会で汗
をかき、昼食後はカラオケ大会で盛り上がりました。地域皆様との交流も深めることができまし
た。旭南地区社会福祉協議会の平林会長はじめ役員皆様にはたいへんお世話になりました。

      

 とびっきりレインボーズの熱演！ 興奮と笑いで盛り上がる  風船バレーボール大会

 



進和学園 - バックナンバー２０１０年度以前

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2008[2018/07/09 14:32:54]

大山登山にいきました！

2012/10/31

10月27日（土）、第8回目の大山登山に行きました。今年もボランティアの方々のご協力をいただ
き、総勢54名のパーティーとなりました。
当日は紅葉の秋にふさわしい登山日和の天候で、沢山の自然を満喫することができました。こぐま
会様、茅ケ崎山岳会様ありがとうございました。

阿夫利神社下社にて  大山山頂にて

赤い羽根 街頭募金に参加しました！

2012/10/11

10月1日より赤い羽根共同募金が始まりました。私たちは毎年、「できるときに！できること
を！」という標語で街頭募金に参加しています。各施設よりご本人、職員の代表が、台風一過の秋
晴れのもと、10月1日(月)・2日(火)と平塚駅前の街頭で、元気良く募金の呼びかけを行い、沢山の
皆さまにご協力をいただきました。ありがとうございました。

 

 

落合平塚市長さんと共に 
平塚市社会福祉協議会の金田会長さんと月本常務
理事さんと共に

さわやかな秋晴れの中、第14回さわやか文化スポーツ大会を開催！
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2012/10/10

平成24年9月29日（土）ひらつかアリーナにて、地域の皆さま・ボランティア・利用者ご本人・ご
家族・職員総勢750余名が、楽しくすがすがしい汗を流しました。
ご協力いただいたボランティア並びに競技指導者の皆さま：万田太鼓愛好会さま、神奈川県ＦＩＤ
サッカー普及推進委員会さま、湘南ベルマーレさま、木曜ランナーズさま、平塚健康推進員連絡協
議会さま、ティーボール連盟神奈川支部さま、卓翔クラブさま、茅ヶ崎北陵高校の蓑島先生と生徒
の皆さま、エアロビインストラクター斉藤さま、東海大学ワークキャンプさま、バドミントン指
導・須藤さま、生花指導・MOA山月森田さま、茶道指導・高野沢さま、こぐま会さま 
皆さまのご協力をいただき、けがもなく無事に終了できました。ありがとうございました。

先日は、お忙しい中さわやか文化スポーツ大会にお越しいただき ありがとうございました。
心配された台風の影響も無く すがすがしく晴れわたり、皆さんと一緒に競技ができて
楽しかったです。また私たちが一生懸命作った製品や文化作品を見てくださり、
ありがとうございました。 これからも、みんなで力を合わせて頑張ります。

大会実行委員長 早川雅人
（利用者本人自治会連合会 会長）

 

ホンダ青山本社訪問・見学～日頃のご支援に感謝！ ～

2012/10/10

ホンダ様よりご発注頂いている自動車部品の仕事は、お陰様で３９年目を迎えており、私達の
就労・自立を支える柱となっています。
２０１２年９月２６日、進和学園、小田原支援センター及び研進の代表は、ホンダ青山本社ビ
ルを訪問し見学させて頂きました。温かくお迎え頂いた同社並びにホンダ開発（株）の皆様に
心より感謝申し上げます。

■ホンダ青山本社ビル見学会
ホンダ開発様には、進和学園の自主製品（ク
ッキー、ラスク、コーヒー等）のホンダ様事
業所での社内販売にご協力を頂いています。
同社スタッフのお導きにより、素敵な売店を
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見学させて頂きました。私達の製品が、日頃
お世話になっているホンダの皆様にご利用頂
けることは、この上もない喜びです。
また、ホンダ社会活動推進室様のご案内で、新型アシモ君のデモンストレーションも見学する
ことが出来ました。展示されたＮ-ＢＯＸ、フィットやオートバイに代わる代わる乗り込み、
一同、大満足のイベントとなりました。

■ホンダ様のご支援に感謝 ～ いのちの森づくり ～
ホンダ様には、私達が推進する「いのちの森づ
くり」プロジェクトについても多額のご寄附を
賜る等、ご支援を賜っています。
上記見学会と合わせ、私達は、６年目を迎えた
同プロジェクトにおける活動の経過及び今後の
抱負についてホンダ様に報告申し上げました。
福祉・環境・教育及び労働の連携を目指して、
ホンダ様はじめご支援者のご期待にお応えでき
るよう、皆で力を合わせてチャレンジして行く
決意を新たにしました。

とびっきりレインボーズ活躍中！！

2012/10/09

進和学園の器楽同好会「とびっきりレインボーズ」に出演のお声がかかり、出張コンサートで好評
を博しています。
8月31日(金)いずみ保育園の誕生会に出演して、子どもたちの熱気と元気に負けないパフォーマン
スで応えました。この日のために「さんぽ」「勇気100%」「おどるポンポコリン」を練習したほ
どの気合の入れようでした！

    

 保育園のかわいい舞台で演奏  勇気100%で大合唱の盛り上がり  藤井さんのパフォーマンスが大受け

9月17日(月)祝日敬老の日には、大磯の老人保健施設「幸寿苑」の敬老のつどいにて出演依頼があ
り演奏しました。昨年に続いて2回目です。十八番のグループサウンズメドレーに演歌も加えて、
最後は「ふるさと」をみんなで合唱！懐かしい曲が大変好評で喜ばれました。演奏後はお茶会に参
加して交流を深めることができました。
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 懐かしい曲のメドレーを演奏  「全曲知っていますよ」とうれしい感想  演奏後のお茶会で楽しいこんだん

ﾎｯﾄｹｰｷが美味しいｶﾌｪ Little Tree（ﾘﾄﾙﾂﾘｰ）で学園製品を販売

2012/09/19

      

美味しいホットケーキと出逢える可愛いカフェ Little Tree（リトルツリー） が誕生しました。
私達が進める「いのちの森づくり」の願いを共有する素敵なお店です。
進和学園が手掛けるカフェ・ブーケ（東ティモール・コーヒー）、ＴＥ ＨＡＮＤＥＬ（ブレンド紅
茶）、湘南地ぱん等もメニューに登場する予定です。 是非、お立ち寄り下さい！

 

・場所 ：小田急線「梅ヶ丘」駅北口から徒歩１８０歩
    （赤堤通りに出て右折するとすぐです）
  ～ 窓辺に飾られた進和学園栽培の苗木達（ポット苗）
        が、皆様をお迎えします！ ～

・メニュー：ホットケーキ その他
～ 銅板で焼いた日本の伝統的なホットケーキをご賞味
  下さい。
 マスターは、輝かしい歴史を刻んだ老舗「万惣」（注）

    の出身・・あの秘伝のレシピによる懐かしのホット
              ケーキが梅ヶ丘の地に蘇ります！ ～

（注）池波正太郎著「むかしの味」（新潮文庫）「ホット
ケーキとフルーツ」（P.161～）をご一読下さい。
ご希望の方は、店舗備え付けの文庫をご覧下さい。
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PHOTO/Metal NEKO 金子恭史 / 樫貴美根光

世田谷いのちの森づくり植樹祭

2012/09/10

 
区制80周年記念「世田谷いのちの森づくり植樹祭」が、２０１２年９月９日、二子玉川公園
（世田谷区上野毛）において開催されました。宮脇昭先生（横浜国大名誉教授）ご指導の下、
約７５０名が集い１，３００本の広葉樹の苗木が植樹されました。進和学園「いのちの森森づ
くり基金」を活用して寄贈させて頂いた苗木２９０本も含まれており、学園・研進メンバーも
参加して大勢の皆様とご一緒に作業に励みました。
主催者の世田谷区、毎日新聞、国土緑化推進機構他（後援：林野庁）並びに共催された「世田
谷に植え隊」の皆様はじめ関係の方々には、進和学園の苗木の植樹場所として親身なるご配慮
を賜りました。苗木の栽培に従事する知的障害をお持ちの方々や職員の働き甲斐にも繋がり、
心より感謝申し上げます。世田谷区民の皆様と共に、苗木の成長を楽しみに見守って参りたい
と思います。

ＴＶＫスペシャル「あすの地球と子どもたち」への参画！

2012/09/10

 
テレビ神奈川（TVK）開局40周年記念の特別番組が、２０１２年９月８～９日、「あすの地球
と子どもたち／Pray for Happiness」のテーマで40時間に及び放映されました。記念事業

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/tomonokai
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/tomonokai
http://ameblo.jp/setagayaniuetai/
http://ameblo.jp/setagayaniuetai/
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「どんぐりドリーム大作戦」のシンボルとして、スタジオには進和学園が栽培した24種
類500本の苗木が美しく飾られ、スペシャル番組に花を添えました。
宮脇昭先生（横浜国立大学名誉教授）のゲスト生出演に合わせ、私達の代表はスタジオを見学
させて頂きました。また、私達が推進する「いのちの森づくり」プロジェクトが番組内で紹介
されました。地球環境保全や子供達の成長を願う意義ある企画への参画は、大変光栄なことで
あり、少しでもお役に立てれば幸いです。「どんぐりドリーム大作戦」での連携を実現に導い
て下さった宮脇先生、TVKスタッフ並びに関係の皆様に厚くお礼申し上げます。

TVK開局40周年記念「あすの地球と子どもたち」  TVK「どんぐりドリーム大作戦」

NPO法人GoodDay の皆様との交流

2012/09/06

NPO法人GoodDayの皆様と私達は、
「森づくり」をはじめ貴重な連携の
機会を蓄積しています。
２０１２年９月３日、同法人の皆様
を進和学園にお迎えし、ドングリの
幼苗をポットに移し替える共同での
作業に汗を流しました。進和職業セ
ンターでのワークショップでは、障
害をお持ちの方々から、親を亡くし
た辛さや孤独、恋愛、ボランティア
との関わり等の話が率直かつ素直に出され、共感を呼び温かい交流の輪が広がりました。

GoodDay Album(2012.9.3）

アーカイブ：2012.2.26 2011.4.2 2010.10.17 2010.7.5

落合平塚市長さまへ紙すき名刺をお届け！

2012/09/05

http://www.tvk-yokohama.com/40th/40hour/index.html
http://www.tvk-yokohama.com/40th/40hour/index.html
http://www.tvk-yokohama.com/40th/40hour/index.html
http://www.tvk-yokohama.com/40th/40hour/index.html
http://www.tvk-yokohama.com/donguri/
http://www.tvk-yokohama.com/donguri/
http://www.goodday2u.org/
http://www.goodday2u.org/
http://www.goodday2u.org/
https://picasaweb.google.com/goodday.album/201293
https://picasaweb.google.com/goodday.album/201293
http://www.kenshin-c.co.jp/news/topic2011h#4223
http://www.kenshin-c.co.jp/news/topic2011h#2928
http://www.kenshin-c.co.jp/news/topic2010#2657
http://junhouse.cocolog-nifty.com/goodday/2010/07/post-8d6a.html
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8/29(水)落合平塚市長様より、昨年度に続いて2度目の紙すき名刺のご注文をいただき、今回完成
した100枚をお届けしました。名刺ケースもエコクラフトテープでつくったオリジナルです。当日
はお忙しいご公務の中、貴重なお時間をいただき紙すき作業を行っているご本人の代表2名から直
接お渡しする機会をつくっていただきました。お届けの際、ご本人たちに「いつも使っています。
お渡しする方に進和学園で作っている名刺であることを説明しています。」等話してくださいまし
た。また進和学園の日頃の活動報告と㈱研進と共に取り組んでいる「いのちの森づくり」「在宅就
業支援制度」等について現況報告をさせていただきました。ご配慮に感謝申し上げます。

プチブーケにて開店一周年記念セール！

2012/08/30

2012年9月3日（月）～9月8日（土）

多くのお客様にご来店いただき、誠にありがとうございました。

 

「援農」で福祉的就労に活路！
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2012/08/10

後継者不足の農業の担い手として障がい者への期待が高まってい
ます。進和学園では、地元の横山農園様のご理解とご指導の下、
「施設外就労」という形態で知的障がいをお持ちの方と職員がチ
ームを組んで野菜の栽培に精を出しています。
一方、研進の協力のもと、地場有力スーパー「しまむらストア
ー」様の店内に、進和学園をはじめ福祉施設の自主製品販売コー
ナーを設けて頂き、障がい者の工賃に還元すべく注力、今年度か
らは、横山農園様での朝採れ野菜を同コーナーにて販売する取り
組みを開始しました。
農業の活性化、スーパー店頭における新鮮野菜の提供、福祉的就
労の拡充に繋がる、農家／スーパー／福祉施設の地域密着連携のモデルを推進して参ります。
本取り組みについての記事が、「タウンニュース平塚版」（2012.8.9）に掲載されましたのでご
覧下さい。

タウンニュース平塚版（2012.8.9）

月刊誌「経営協」の〝地域生活を支える社会福祉法人〟のコーナーに進和学園が紹介されました!  

2012/08/09

全国社会福祉協議会のなかにある全国社会福祉施設経営
者協議会が発行する月刊誌「経営協」2012,8月号の
〝地域生活を支える社会福祉法人〟コーナーに、~地域
に根ざした就労・生活支援と「いのちの森づくり」への
貢献~として、進和学園の成立ち、取組みが紹介されま
した。

                                         

Honda「真夏の祭典2012」 ～ 皆でフィーバー！＆ チャレンジ！～

2012/08/08

２０１２年８月５日（日）、ホンダ埼玉製作所
「真夏の祭典」は、大盛況の賑わいとなりまし
た。会場では、マシンの展示、キャラクターシ
ョー、お化け屋敷、ライブコンサート、大抽選
会等の趣向を凝らした企画が催され、数々の模
擬店が連なり、快晴盛夏の１日を大勢でフィー

http://www.townnews.co.jp/0605/2012/08/09/153937.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2012/08/09/153937.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2012/08/09/153937.html
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/経営協.pdf
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バーして過ごしました。
進和学園・研進も自主製品販売ブースを出店さ
せて頂き、日頃お世話になっているホンダの皆
様や地域の方々と親しく交流しながら、楽しい
イベントを堪能しました。

Honda Mid Summer Fes. 2012 

真夏の猛暑を乗り切ろう! そして、難局にチャレンジしよう！

サンメッセしんわ 平塚ラスカウィークリースイ－ツ出店！ご来店ありがとうございました。

2012/08/01

7/25(水)～31（火)の一週間、平塚ラスカ1階のウィークリースイ－ツコーナーにパン・クッキー
で出店しました。今回で8回目になります。期間中は製パンのご本人たちも店頭に立ち販売いたし
ました。おかげさまで毎日好評で、沢山のお客様にご来店いただきました。夏の暑さのためパンの
売上を心配していたところですが、毎日完売となり、盛況のうちに終えることができました。皆様
ありがとうございました。

 

 

国立神奈川病院植樹祭



進和学園 - バックナンバー２０１０年度以前

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2008[2018/07/09 14:32:54]

2012/07/30

２０１２年７月２９日、秦野市の国立神奈川病
院において苗木１，０００本を植える植樹祭が
開催されました。主催者の「千年の杜をつくる
会」並びに世話人の出雲大社相模分祀様のご厚
意により、進和学園栽培の苗木５００本をご利
用頂きました。内、２１０本はご購入頂き、２
９０本は、学園「いのちの森づくり基金」へ
の（株）サン・ライフ様（平塚市）からのご寄
附を活用して植樹したものです。
この日も、猛暑の厳しい条件
でしたが、汗を流しながらも
参加者全員で協力して自然の
森を再生する取り組みに精を
出しました。私達も植樹作業
に加え、「いのちの森づく
り」の紹介と学園自主製品の
販売を通じて多くの皆様と交
流する好機となりました。

「出雲大社相模分祀」様ブログ

「まじぇる会」の皆様との交流に感謝！

2012/07/30

宮脇 昭先生（横浜
国大名誉教授）ご指
導による「その土地
本来の木による本物
の森づくり」を中心
に、植樹ボランティ
ア活動を続けておら
れる「まじぇる会」
の皆様には、「しんわルネッサンス」植樹祭（2006年春）以来、大変お世話になっていま
す。

２０１２年７月２８日、同会メンバーの皆様をお
迎えして、ポット苗づくりと植樹場所ご視察会を
実施しました。当日は、開局40周年記念事業とし
て「どんぐりドリーム大作戦」を展開されている
テレビ神奈川スタッフの方々の取材も入り、賑や
かで楽しいイベントとなりました。猛暑にもかか
わらず、充実した真夏の１日を楽しみました。
「まじぇる会」の皆様との交流から、私達の「い
のちの森づくり」プロジェクトが年々飛躍してい

https://www.sunlife.jp/
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/inochi_no_morizukuri
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/inochi_no_morizukuri
http://izumosan-sagami.seesaa.net/article/282541001.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E8%84%87%E6%98%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E8%84%87%E6%98%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E8%84%87%E6%98%AD
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/encounter
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/inochi_no_morizukuri
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/inochi_no_morizukuri
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ることに、心より感謝したいと思います。

都市対抗野球大会／Hondaチーム応援！

2012/07/30

昨年は、大震災の影響を受け大阪で開催された都市対抗野球大会が、今年は、東京ドームに戻
って来ました。私達が大変お世話になっている本田技研工業様は、狭山市（埼玉）と大津町
（熊本）の２チームが見事に出場を果たされました。
２０１２年７月１６日、進和学園・研進・小田原支援センターの代表約５０名は、Honda埼玉
チームの初戦応援に繰り出しました。華やかな応援合戦に身を委ね、選手、スタンドの皆様と
一体となって感動を味わいました。Honda熊本の初戦、そして、Honda埼玉の第2回戦にも連
続して応援に参加する機会に恵まれましたことに、改めて感謝したいと思います。
ピンチとチャンスが交錯するゲーム展開は、正に私達の仕事や日常生活、人生にも通ずるもの
であり、常に諦めずに勇気を持って全力を尽くすことの大切さを教えてくれました。

ホンダ浜松製作所（ハマセイ）様・無償貸与機械 メンテナンスに感謝！

2012/07/30

私達のホンダ車部品組立加工の仕事は、１９７
４年、ホンダ浜松製作所様の絶大なご支援によ
り実現しました。時代の変遷に伴い、二輪・汎
用から四輪部品に移行しましたが、世界
のHondaの礎を築いた「ハマセイ」様（浜松
製作所の愛称）とは、今でも深いご縁で結ばれ
ています。研進創業者の故出縄光貴も嘗て浜製
（ハマセイ）に勤務していました。
ホンダ車部品授産事業の開始以来、浜製様より
インジェクション・マシンやプレス機械類を、長期に亘り「無償貸与」頂き、障害者の自立・

就労支援に著しく貢献頂きました。
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これら機械類が任務を終えて行く中で、今も稼働し私達の
職場を支えているカウント・マシン（写真右上）は、１９
９４年製の特注です。
２０１２年７月１３日、浜製様及びニシヤマ電機（浜松
市）のスタッフの方が来訪され、部品交換とメンテナンス
作業を親身に行って下さいました。変わらぬご厚情に感謝
申し上げますと共に、皆様のご支援にお応え出来るよう、

更なる精進をお誓いしたいと思います。

第62回湘南ひらつか七夕まつり 七夕飾りコンクール準入選！

2012/07/12

7月6日(金)～8(日)恒例の湘南ひらつか七夕まつりが開催されました。私たち進和学園のテーマ
は、「星に願いを！みんなの心に花が咲きますように」でした。仙台和紙を使った手作り感いっぱ
いの竹飾りは大変好評でした。絵手紙で描いた行灯、色とりどりの折鶴、ちぎり絵でデザインした
吹流し、利用者ご本人と保育園児の願いを託した短冊を沢山のお客さまが立ち止まって見てくれま
した。コンクールでは惜しくも準入選にとどまりましたが、これからもみんなの心に残る竹飾りを
つくっていきたいと思います。ご協力いただきました皆様ありがとうございました。 

 

神奈川新聞 湘南版7月7日土曜日では七夕まつりの記事の中で、『社会福祉法人の飾りの短冊に
は、「仕事を頑張りたい」「もっと他の人と話せるように」など、障がい者の素直な願いが書き込
まれ、来場者の心を揺さぶっていた。』と紹介されました。
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「VIVA CON AGUA」創刊号・人と地球にやさしさを届けよう！

2012/07/11

自然派女性のためのライフ・スタイル誌
VIVA CON AGUA 創刊号（発行：キャタリ
スト／2012年7月）に、進和学園「いのち
の森づくり」プロジェクトと私達が手掛け
る東ティモール・コーヒー（カフェ・ブー
ケ）に関する記事（P.122）が掲載されまし
た。
一粒のドングリがもたらす人と自然との語
らい、開発途上国と東北復興支援に繋がる
「森づくり基金」付きフェア・トレード珈琲に焦点を当て、苗木の栽培や植樹活動、コーヒー
豆のハンド・ピッキング作業に従事する障害者の自立・就労支援を目指す取り組みを「やさし
さの輪」という素敵な表現で紹介頂いています。
エコとオーガニックを志向するお洒落な本誌で取り上げて頂いたことは、大変光栄なことであ
り、日々、作業に精を出している障害者ご本人は勿論、職員、関係者にとっても大きな励みに
なります。

http://vivaconagua.jp/about
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「かなマグ．net」に紹介～「いのちの森づくり」リーダー遠山雄志さん～

2012/07/05

「かなマグ.net」（通称・かなマグ）は、神奈川県広報課がＮＰＯと
協働で展開する「神奈川の個性と魅力ＰＲ事業」の軸となるウェブサ
イトです。アクションしている「ひと」に焦点を当てた特集（２０１
２年７月２日）として、『人の心と東北を支える苗を育てる／進和学
園「いのちの森づくり」リーダー遠山雄志さん』と題する記事が掲載
されました。
記者の山根麻衣子様に、進和学園職員：遠山雄志（どんぐり隊長）へ
のインタビューを中心に、私達が推進する「いのちの森づくり」プロ
ジェクトを大変丁寧に取材頂いたものです。宮脇昭先生（横浜国大名誉教授）のご提言に基づ
き、東日本大震災の被災地に瓦礫を活用した「いのちを守る森の防潮堤」を築こうという取り
組みへの参画についても紹介頂いています。
このような記事を掲載頂きましたことは、誠に光栄なことであり、皆様のご期待に沿えるよう
一同力を合わせてチャレンジして参ります。

「かなマグ．net」（2012.7.2）

進和学園感謝デー「あじさいまつり」開催 6月22日(金)～24日(日)

2012/06/26

今年も地域の皆様に感謝の意を込め、下記のとおり進和学園感謝デーを開催しました。

6月22日(金) オープニング～「ともしびショップ湘南平」にてしんわ自治会連合会他関係者
約50名が集まり感謝デーの開幕を祝いました。

ホンダ埼玉製作所様をお迎えして！

２０１２年６月２２日、進和学園の恒例行事「あじさいまつり（感謝デー）」の初日に、ホンダ埼
玉製作所の皆様に「しんわルネッサンス」をはじめ各施設の活動をご視察頂きました。就労系施設
の他、生活介護施設においても学園利用者、職員、ご家族と親しく交流、温かい激励のお言葉を頂
戴しました。ホンダ様をお迎えして、一同感激の一日でした。今後も、ホンダ車部品の仕事ができ
ることの幸せを胸に刻み、皆様のご期待にお応え出来るよう一同力を合わせ取り組んで参ります。

本田技研工業（株）様よりご発注頂いている自動車部品の仕事は３８年目を迎えていますが、働く
障害をお持ちの方々の自立を支える一番の柱となっています。リーマンショック以降も円高、デフ
レ不況、欧州危機に加え大震災やタイ洪水と多難続きの中で、貴重な仕事を継続して提供下さって
いるホンダ様に厚くお礼申し上げます。

http://kanamag.net/archives/37641
http://kanamag.net/archives/37641
http://kanamag.net/archives/37641
http://kanamag.net/archives/37641
http://kanamag.net/archives/37641
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6月23日(土) 「地域との交流」オープニングセレモニー 

湘南平にて、泡垂山共同管理組合様、地元自治会様とともに「あじさいまつり」を祝いました。万
田太鼓愛好会様による「お囃子」、金子先生よる「絵手紙教室」、茶道同好会による「お茶席コー
ナー」、そしてやえくぼでの「陶芸体験」と賑わいました。

泡垂山共同管理組合さま、万田自治会さま、高根自治会さま、万田太鼓愛好会さまと共に

 ※前日の雨により残念ながら第31回こぐまカップとこどもサッカー教室はグランドコンデション
不良のため中止となりました。

6月24日(日) 落合平塚市長さん来訪 

落合市長さんと木川副市長さんにともしびショップ湘南平をご訪問いただき、利用者の皆さんと交
流いただきました。また4000本のアジサイをご覧いただきました。 
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落合平塚市長さんと木川副市長さんを囲んで

  進和職業センターでは、「陶芸体験」と 「ポット苗づくり体験」が行われ、しんわルネッサンス
ではホンダカーズ神奈川南様の協力の「ホンダ車展示販売コーナー」、長嶋福ダルマ物産様の協力
による「だるま作り体験」、石井様の協力による「お花のマグネット作り体験」、そしてＭＯＡ山
月（森田先生、渡辺先生、井上先生）のご協力による 「生花教室」で賑わいました。さらに自主生
産品即売、出張プチ・ブーケ、横山農園コーナーを出店しました。

 

   楽しいポット苗づくり／あじさいまつり

進和職業センターにてポット苗づくりイベントを開催しました。私達が推進する「いのちの森づく
り」の一環として、ドングリの幼苗をポットに移し替える作業です。スマート・ウィメンズ・コミ
ュニティ、まじぇる会の皆様はじめ総勢３０名が協力して２，４６０本のポット苗を作りました。
小さな命ある実生と語り合い爽やかな汗を流す内に、心は癒され自然のパワーで元気がみなぎって
来る心地良さに包まれます。一仕事為した後の皆さんの満面の笑顔がとても素敵でした。

 

あじさいフェスタ 
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午後はしんわルネッサンスにて地元で活動されている 「少年少女空手クラブ」「ジャズダンス・フ
ラワーキッズ」「マジックショー(谷口様)」はじめ 「バレエ・アンジェ、バレエ・アトリエ」「山
城中学校吹奏楽部」、そして「とびっきりレインインボーズ」の皆様に出演いただき盛況でした。
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FM湘南ナパサ「ひなパパサ」に生出演!

2012/06/22

6月20日(水)19:00～19:30FM湘南ナパサの番組「ひなパパサ」に進和学園ともしびショップ湘南
平の店員である志村千恵子さんとサンメッセしんわ職員三浦昌弘さんがゲスト出演しました。「ひ
なパパサ」は東洋印房の水嶋さん親子がパーソナリティを務めるほんわかムードのアットホームな
ラジオ生放送番組です。このたび6/22～24開催の進和学園感謝デーあじさいまつりのご案内を、
ちょっぴり緊張した志村さんより、宣伝させていただきました。また水嶋さんとは平塚商工会議所
の主催する逸品研究会でのつながりもあり、ともしびショップ湘南平の逸品として竹炭シリーズの
紹介もさせていただきました。4月18日(水)には同番組にサンメッセしんわ職員関喜久夫さんが生
出演し、ともしびショップ湘南平の逸品として素焼き玉を紹介させていただきましたので、今回は
第2弾でした。緊張のなかにも笑いあり、あっという間の30分でした!

 

 

 

 軽妙なトークの応酬??  アットホームなスタジオ風景  無事、終了 お疲れさまでした!

広報ひらつかＮｏ.961 「市長こらむ」 しんわルネッサンス視察が紹介されました。

2012/06/15

平成24年5月10日、落合克宏市長様が障がい者の自立と就労を支援している施設の視察を目的に、
しんわルネッサンスのホンダ車の自動車部品組立を中心に視察くださいました。
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ホンダＯＢ 田島昭次様ご慰問 ～ 変わらぬご厚情に感謝！ ～

2012/06/08

ホンダ車部品授産事業は、１９７４年（昭和４９年）に始まり３８年目を迎えています。本田
技研工業（株）の現役社員の方々との交流に加えて、ＯＢの皆様にも変わらぬご厚情を賜って
います。
２０１２年６月４日～５日の両日、ホンダ
（浜松製作所）ＯＢの田島昭次様が進和学園
各施設をご慰問下さいました。田島様は、全
国の福祉施設や保育園を訪問し、得意のマジ
ック（手品）を披露することによるボランテ
ィア活動をライフワークとされています。田
島様の優しさと温かさに包まれながら、楽し
く不思議なマジックの世界に学園利用者・職
員は魅了されました。
ホンダＯＢを会員とするホンダ倶楽部の会報「絆」の取材のため、ホンダ本社総務部スタッフ
の方も同行され、交流の輪が拡がりました。仕事に止まらず様々な局面で、ホンダ関係の皆様
との交流が図れますことは、この上もない喜びであり、ご縁を大切にして参りたいと思います

秦野市＆逗子市／進和学園の苗木ご利用に感謝！

2012/05/28

秦野市と逗子市では、毎年、進和学園の苗木をご利用頂いています。行政並びに地域の皆様による
植樹活動に、私達がお役に立てることは大きな喜びです。苗木の売上げは、「どんぐりグループ」
の工賃に還元され、働き甲斐にも繋がっており大変有難く思います。

■第５回秦野市植樹祭に参加！
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２０１２年５月２７日、爽やかな快晴の下、渋沢峠付近の里山で開催された植樹祭では、４００本
の広葉樹が植樹されました。その内、ヤマザクラとイロハモミジの苗木２００本は、進和学園にご
発注を頂きました。古谷市長さんはじめ秦野市スタッフの皆様に感謝の気持ちをお伝えし、地域の
方々と力を合わせて植樹作業に励みました。 秦野市広報（記者発表資料）

■逗子市立久木小学校に苗木を納品
２０１２年５月２５日、私達が育てた苗木１５０本を逗子市
立久木小学校に納品しました。今年も、植樹ボランティア
「ほととぎす隊」の皆様が親身に仲介して下さいました。
昨年まで手掛けていた逗子小学校の外構植樹も順調に進み、
苗木はすくすくと成長しています。久木小学校でも、児童の
皆さんが植樹を通じて自然の素晴らしさや命の尊さを学んで
頂けたら幸いです。

テレビ＆ラジオ番組で紹介～いのちの森づくり～

2012/05/28

私達が推進する「いのちの森づくり」が次の通りテレビとラジオ番組で紹介されました。放送メデ
ィアで取り上げて頂くことは大変光栄なことであり、進和学園メンバー及び研進スタッフにとって
も大きな励みになります。「森づくり」を通じた障害者の自立・就労支援の成果を今後も蓄積して
参りたいと思います。

■テレビ神奈川（TVK）

  
・日時：２０１２年５月２５日（金） ２１：３０～
・番組：ニュース９３０
・内容：宮脇昭先生（横浜国立大学名誉教授）との出会いからスタートした進和学園の「いのちの
森づくり」プロジェクトをニュースの特集として紹介。「その土地本来の木による本物の
森づくり」を通じて、知的障害者の自立・就労支援を目指す私達の取り組みをインタビ
ューと解説を交えて分かり易く報じて頂きました。

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/koho/shise/koho/mahoroba/h24/0523_0527.html
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■かわさきFM （79.1Mhz）
・日時：２０１２年５月２５日（金） １５：３０～
・番組：庄司佳子のエコでハピネス
・内容：進和学園及び研進より、次の４名が出演し、
「いのちの森づくり」プロジェクトの活動につい
て、インタビューにお応えしながら楽しく紹介
させて頂きました。
進和学園：遠山 雄志（どんぐり隊長）
  大岩 秀幸（どんぐりグループ）
  田辺 達也（同 上）
  （株）研進：妹尾 祐子（サポーター）

Ｂ＆Ｇ財団「海を守る植樹教育事業・植樹リーダー研修会」

2012/05/21

公益財団法人B&G（ﾌﾞﾙｰｼｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ）財団様主催による「海を守る植樹教育事業・植
樹リーダー研修会」が、２０１２年５月１７～１８日の両日、進和学園（しんわルネッサン
ス）にて開催され、北海道から鹿児島県与論島に至る全国各地から２７名が参加されました。
豊かな海を守るために森の大切さを子供達に伝え、ドングリから苗を育て植樹する体験型の環
境学習を推進して行く際に求められる知識やノウハウの修得が目的です。
初日の基調講演では、宮脇昭先生（横浜国大名
誉教授）が登壇、一般参加者を含め１３０名の
聴衆を前に、「いのちを育むふるさとの森づく
り」の必要性を説かれ、また、東日本大震災の
被災地に、ガレキを活用して「いのちを守る森
の防潮堤」を構築する提言に熱弁を振るわれま
した。

国際生態学センターの林寿則研究員及びNPO国際ふるさとの森
づくり協会の髙野義武理事長による講義に加え、育苗・植樹実
習や植樹地の見学と中身の濃いプログラムが組まれました。
私達は、会場提供及び宮脇先生講演会を共催させて頂くと共
に、実習における講師を務めさせて頂きました。「青い海」と
「緑の大地」を守り、自然と共生できる青少年の健全育成を推
進する意義ある事業に参画させて頂けることを大変光栄かつ嬉

http://www.bgf.or.jp/
http://www.bgf.or.jp/
http://www.bgf.or.jp/
http://www.youtube.com/watch?v=gDOEs2_ONGM
http://www.youtube.com/watch?v=gDOEs2_ONGM
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しく思います。

神奈川新聞／カナロコ（2012.5.18）    Photo Album Chart （2012.5/17～18）

第５回湘南国際村めぐりの森植樹祭

2012/05/15

  
２０１２年５月３日に予定されていた第５回湘南国際村めぐりの森植樹祭は、大雨のため急遽
中止となりましたが、植樹される予定であった苗木は、５月１３日（日）に無事植えることが
出来ました。日程が変更されたものの、２２世紀に引き継ぐ都市近郊の森づくりに大勢が集
い、３，０００本の広葉樹の苗木を植樹しました。内、１，９８０本の苗木は、進和学園「い
のちの森づくり基金」への（株）サン・ライフ様（平塚市）のご寄附を活用して寄贈させて頂
きました。
毎年、春と秋に行われる本植樹祭は、進和学園のメンバーにとっても就労・自立に向けた活動
として貴重な機会です。私達は、今回も植樹祭の事前準備作業から参加させて頂きました。主
催者の協働参加型めぐりの森づくり推進会議、NPO国際ふるさとの森づくり協会、下記企業の
皆様をはじめ関係各位のご理解ご支援に厚く御礼申し上げます。

協力企業様 （敬称略） 本植樹祭におけるご支援内容

（株）サン・ライフ
進和学園「いのちの森づくり基金」への同社ご寄付に基づき、
苗木１，９８０本を提供。

横浜ゴム（株）
進和学園がご寄贈を受け栽培を引き継いだシラカシ、タブノキ
の苗木：合計３２０本を植樹。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120518-00000010-kana-l14
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120518-00000010-kana-l14
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120518-00000010-kana-l14
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/B&Gkennsyu%20photo%20chart%20(2012.5).pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/B&Gkennsyu%20photo%20chart%20(2012.5).pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/B&Gkennsyu%20photo%20chart%20(2012.5).pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/B&Gkennsyu%20photo%20chart%20(2012.5).pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/B&Gkennsyu%20photo%20chart%20(2012.5).pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/B&Gkennsyu%20photo%20chart%20(2012.5).pdf
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（株）サン・ライフ様のご支援に感謝！
冠婚葬祭・福祉・文化関連事業を展開されている株式会社サン・ライフ様（本社：神奈川県平
塚市）には、進和学園「いのちの森づくり基金」にこれまで累計３４０万円をご寄附賜ってい
ます。苗木に換算すると８，５００本に及び、今回の湘南国際村での植樹１，９８０本を含め
既に５ヶ所合計５，９８０本の植樹を実現することが出来ました。
サン・ライフ様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

プチブーケにてセール！セールにあわせ新製品販売開始！    

2012/05/11

５月２１日（月）～２５日（金）

～おいしいパンのおともにコーヒーはいかがですか！東ティモール独立１０周年記念に合わせてカ
フェ・ブーケおためしセール～

◎プチ・ブーケの新製品販売開始 コーヒーパン、スコーン、プチ・ボール（クッキー）にコーヒ
ー、紅茶味を

◎新製品とカフェ・ブーケを期間限定値下げ販売します。

ご来店をお待ちしています。
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心の唄＆囲碁 ｉｎ二宮

2012/05/02

2012年4月30日（月・祝）に「心の唄＆囲碁 ｉｎ二宮」が二宮町生涯学習センター・ラディアン
において開催されました。第一部は10:00～13:45 囲碁八面打ち・公開対局・やさしい囲碁入門講
座を開催。第二部は14:00～16:10 心の唄コンサートを開催。コンサートには口笛奏者の奥田憲弘
さん、ヴァイオリニストの能條考世さんがゲスト出演し盛り上がりました。進和学園サンメッセし
んわで製作している「小碁盤セット」の紹介と販売もいたしました。沢山のご来場まことにありが
とうございました。
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※ 木谷正道＆心の唄バンドのコンサートの模様がご覧になれます。
1 海のように(南三陸町民憲章に曲をつけたオリジナル曲)

2 群青
3 この街で

4 島唄

しまむらストアー・横山農園・進和学園の地域密着連携！

2012/04/26

湘南・平塚の有名スーパ－しまむらストアー様では、現在、５店舗（旭、長持、徳延、中里、中原
御殿）において進和学園が栽培した原木しいたけや自主製品の専用コーナーを設けて頂いており、
大きな励みになっています。また、地元の横山農園様のご指導の下、進和学園農業班が日々農作業
に取り組み、新鮮かつ安全な野菜類を「しまむらストアー」様に納品しています。
しまむらストアー・横山農園の皆様とのご縁からスタート
した地域密着の連携を大切に育んで参りたいと思います。

 

■しまむらストアー社長：島村孝征様ご視察

http://www.shimamura-store.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-iHl8zbgMyc
http://www.youtube.com/watch?v=qgsJwrylYV0
http://www.youtube.com/watch?v=WfROCEGQzvc
http://www.youtube.com/watch?v=2hnIHHk4P2c
http://www.shimamura-store.com/
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２０１２年４月２４日、しまむらストアー社長の島村孝征様はじめ幹部の皆様が、進和学園の活動
をご視察されました。農業班の就労機会をご提供頂いている横山農園の横山一郎様もご一緒下さい
ました。畑での農作業の様子並びに「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品の組立や相州ダ
ルマの絵付、紅茶・コーヒーの検量・梱包作業等をご覧頂き、障害者ご本人や職員とも親しく交流
を図って頂きました。
私共が抱える課題に親身に相談に応じて下さり、福祉的就労の拡充や社会貢献に資する地域密着の
連携を目指すことで一致しました。しまむらストアー及び横山農園の皆様のご理解とご支援に心よ
り感謝申し上げます。

  
しまむらストアー社長：島村孝征様を囲んで（しんわルネッサンス）
Photo Album Chart (2012.4.24)

■しまむらストアー 旭店／進和学園「本日収穫コーナー」大好評！
２０１２年度は、地元の横山一郎様（横山農園）のご指導の下、進和学園メンバーが農作業を手伝
わせて頂き（注）、同農園にて朝採りした新鮮野菜をお届けする「本日収穫コーナー」（旭店）が
誕生！横山様は、希少なエコ認定農家として県知事認定を取得さ
れています。目下出荷中のキュウリは、安心・安全に加えて、パ
リパリの瑞々しさが際立つ美味しさと大好評です。「完売」の日
も多く、農業班に従事する障害をお持ちの方々の働き甲斐に繋が
っています。
地域密着の農園・スーパー・福祉施設の連携は、農業の活性化、
企業の社会的責任、福祉的就労の拡充といった付加価値の高い取
り組みと考えます。

（注）横山農園様における農作業の受託は、発注事業者様より請
け負わせて頂いた「仕事」を、当該事業者が提供する就労場所に
て行う「施設外就労」という形態です。障害者本人、発注事業
者、福祉施設の何れにもメリットが大きく、直接雇用が叶わず福祉施設で働く障害者の自立支援策
として期待されています。

http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/shimamura%20photo%20album(2012.4.12).pdf
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『逸品の店』誕生!! 「ともしびショップ湘南平」＆「プチ・ブーケ」

2012/04/21

平塚商業会議所を中心に開催されている「平塚逸品研究会」に、平成23年度より「ともしびショッ
プ湘南平」 「プチ・ブーケ」も参加させていただいております。このたび、カタログが完成し「ぶ
ぅ～炭と仲間たち」「素焼玉」「オリジナルラスク」がカタログに掲載されました。魅力ある商品
でお客様を呼び、お店、そして地域を活性化させていくという逸品研究会への参加を通じて、これ
からも素敵なお店を目指していきます。

 

  

 

http://s-h-i-p.seesaa.net/
http://www.bellnavi.jp/result_123467506.html
http://www.bellnavi.jp/result_123467506.html
http://www.bellnavi.jp/result_123479815.html
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第一回ひらつな祭 開催！色んな手と手を平塚で繋げよう！

2012/03/23

災害から未来を守る会が主催となり、3月１１日（日）第一回ひらつな祭が、平塚市紅谷町パール
ロード商店街で盛大に開催されました。防災団体で18ブース、飲食店で17ブース、ステージ発表
で16グループが参加しました。東日本大震災より丸1年が経過し、一日も早い復興を祈るととも
に、首都圏、関東地方にいつ来てもおかしくない大地震に備えて、命を守る耐震補強、家具固定、
防災用品、非常食等の展示説明や販売がありました。また人と人とのつながりを強くする交流イベ
ントや音楽バンド演奏もありました。進和学園からも防災グッズの紹介、耐震補強工事の廃材から
作る小碁盤セットの販売、サンメッセの手作りパン・クッキーの販売、器楽同好会とびっきりレイ
ンボーズの演奏と参加させていただき新たな絆が生まれました。

  

 DJブースも登場! 音楽とダンスで盛り上がりました  平塚市からは地震体験車も駆けつけてくれました

http://s-h-i-p.seesaa.net/
http://shonantown.jp/sah/
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 サンメッセの手作りパン・クッキーを販売
落合平塚市長さんと共に

 防災グッズの紹介と小碁盤セットの販売
落合平塚市長さんと共に

 

進和学園とびっきりレインボーズの演奏！
南三陸町民憲章に曲をつけたオリジナル南三陸のうたを披露

 木谷正道さん率いる心の唄バンドの演奏

   

 各団体からの防災活動報告。14:46に黙祷をささげました  進和職業センターで製粉を請負っている湘南カオリ麺も販売

 

平塚駅ビルラスカ ウィークリースイーツ・コーナーに2/15(水)～21(火)サンメッセが出店しました！

2012/02/22

今回で7回目のチャレンジでした。平塚駅ビルのラスカ1階のウィークリースイーツ・コーナー
に2/15(水)～21(火)の期間「サンメッセしんわ」が出店いたしました。パン・クッキーを中心に
’おいしさと笑顔’をモットーに沢山のお客様にご来店いただきまして、ありがとうございました！

 

http://shonantown.jp/ht/
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沢山のお客様にお買い上げいただき、ありがとうございました！ 落合平塚市長さんにも、ご来店いただきました！

 

湘南ベルマーレ 開幕前イベントに出店しました！

2012/02/07

サンメッセしんわは、今年度から地元平塚の湘南ベルマーレフードパークに出店しております。
来年度も引き続き、ホームゲームの際、平塚競技場周辺にて販売を行います。
この度、新法移行の補助金を活用して購入した移動販売車（Honda アクティ改造車）が完成し、
『開幕まで待てない！』イベントにてお披露目しました。
新規導入の移動販売車では今までのパン・クッキー等の販売に加えてコーヒーも販売します。
サンメッセの新しい戦力に、乞うご期待!
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記念すべき初仕事 販売開始から行列が！ NO.13岩尾選手も販売に協力

「心の唄ｉｎ平塚」コンサートにとびっきりレインボーズが出演しました！

2012/02/05

２０１２年２月４日（土）13:30開演 平塚市中央公民館大ホールにて「心の唄ｉｎ平塚」が開催さ
れました。木谷正道さん率いる心の唄バンドとともに、進和学園の器楽同好会「とびっきりレイン
ボーズ」も特別出演しました。心の唄バンドは昨年8月に、東日本大震災で被災された宮城県南三
陸町を訪ねて、音楽を通じた支援活動を行いました。その時に南三陸町民憲章を歌詞として曲をつ
け「南三陸のうた」として演奏しました。このたびのコンサートでも、心の唄バンド、とびっきり
レインボーズのそれぞれのオリジナル「南三陸のうた」を演奏し、たいへん好評でした。

   

進和学園とびっきりレインボーズのオン・ステージ オリジナル南三陸ロックンロールが好評でした！

ロビーでは小碁盤セットを販売 心の唄バンドの演奏
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ひらつか市民プラザで作品展示即売会が開催されました。  

2012/02/01

湘南西地区障がい者地域作業所連絡会主催により、「作品展示即売会～寄り添う場所でつくられた
もの」が1月26日(木)～31日(火)ひらつ市民プラザで開催されました。進和学園としましてもパ
ン・クッキー、野菜、陶芸、手芸等の自主製品を販売し、沢山のお客様にお買い上げいただきまし
た。ご来場ありがとうございました。
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本田技研工業㈱様 新春駅伝２０１２

2012/01/24

平成24年1月15日（日） 今年も本田技研工業㈱様埼玉製作所にて開催された「新春駅伝２０１
２」に利用者ご本人＆研進合同チーム（Ａチーム）
と職員チーム（Ｂチーム）で出場しました。結果は
Ａチームが207チーム中192位、Ｂチームが176位で
した。とても寒い日でしたが、各チームの熱気の中
さわやかな汗をかいて走る事ができました。
模擬店の出店もさせて頂き、パン・クッキー・ラス
ク等を販売しました。大勢のお客様に来て頂き、販
売チームも楽しく販売することができました。

ホンダロジスティクス様に御礼訪問！

2012/01/23

（株）ホンダロジスティクス様には、私達が組み
立てているホンダ車部品の輸送及び納入代行に係
る「物流」面の業務を、全面的にサポート頂き大
変お世話になっています。
２０１２年１月１３日、私達の代表は、同社本社
（東京青山）を訪問し、日頃のご支援並びにクリ
スマスの際に賜ったご厚意について、御礼方々ご
挨拶に伺いました。社長の鈴木正史様はじめ同社
スタッフの皆様に温かくお迎え頂き、励ましのお
言葉を頂戴しました。今年は、昇り竜の運気にあやかり「攻めの年・実り多き年に！」と会話も大
いに弾みました。
新年早々、ホンダロジスティクスの皆様と親しく懇談し、交流を深める機会を得ましたことを大変
嬉しく思います。

手打ちそば『くりはら』様より、おいしいお年玉！

2012/01/20

秦野市渋沢で古民家を改修し、おそば屋さんをされているくりはら様が、1/16(月)学園の見学に併
せてご本人におそばを振る舞って下さいました。くりはら様には以前より職業センターの陶器や、
やえくぼの竹炭をお買い上げいただいています。当日は、やえくぼでそば打ちの実演に加えて、ご
本人に大きな包丁を使ってそばを細く切る体験もさせてくださいました。その後、ご本人、職員合
わせて30名が、文字通り「打ちたて・ゆでたて」のおそばの味を堪能しました。



進和学園 - バックナンバー２０１０年度以前

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2008[2018/07/09 14:32:54]

そば打ちの実演  そば切りの体験

 笑顔でご挨拶！  大満足です。

㈱スマイル・スウィーツ（チーズケーキファクトリー）様よりプレゼント！

2011/12/27

 「チーズケーキファクトリー」を
展開される（株）スマイル・スウ
ィーツ様（東京都中央区京橋／代
表：山下修平様）より、湘南地区
の３施設（湘南の凪・小田原支援
センター・進和学園）に、沢山の
ケーキをご寄贈頂きました。
この思いがけないサプライズ・プ
レゼントは、前神奈川県知事の松
沢成文様のご紹介によるもので、
２０１１年１２月２６日、松沢成文様と同社営業部の野地 大様が「しんわルネッサンス」をご慰問
され、３施設合同でのケーキの贈呈式を行いました。皆で、クリスマス・ソングを元気一杯合唱し
て感謝の気持ちをお伝えしました。
今年は、円高、欧州危機、長期デフレ不況、それに追い打ちをかける大震災・・と多難な年でした
が、年末の心温まる出来事は、障害者ご本人は勿論、ご家族、職員にとって大きな励みとなりまし
た。（株）スマイル・スウィーツ（チーズケーキファクトリー）様、並びに松沢成文様に、厚く御
礼申し上げます

http://www.ac.auone-net.jp/~kurihara/
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松沢成文様（前神奈川県知事）ご視察

2011/12/27

 

前神奈川県知事の松沢成文様（筑波大学客員教授）が、２０１１年１２月２６日、「しんわルネッ
サンス」に来訪され私達の活動をご視察下さいました。松沢様には、２００６年４月、「ウイーク
リー知事現場訪問」として、私共の福祉工場におけるホンダ車部品組立事業をご視察頂いた経緯に
あります。５年半振りに再びお迎えできましたことは大変光栄なことであり、私達の活動の現状を
ご覧頂き、福祉的就労現場が抱える諸課題と在るべき姿について、意見交換を行う貴重な機会とな
りました。利用者・職員と親しく交流頂き、激励のお言葉を頂戴しました。
松沢様は、現職知事時代、マニフェスト政治を真摯に推進され、全国に先駆けた先進条例を実現、
現地現場主義を貫き多くの実績を残されました。進和学園・研進も「いのちの森づくり」プロジェ
クトをはじめ、色々な局面でご支援を賜りました。
今後も、幅広い政治・社会活動にご尽力される中で、日本の閉塞感を打破し日本が歩むべき道へと
先導頂きたいと存じます。

Hondaの皆様とクリスマス交流会 ～ 夢を力に！ ～

2011/12/26

 

２０１１年１２月２３日（金）、本田技研工業（株）の皆様、そして元副社長の西田通弘様をお迎
えして、３８回目を数える「クリスマス交流会」を開催しました。本田技研工業㈱様には昭和49年
から37年間にわたり良質の仕事を発注いただいております。今年は自動車業界にとって東日本大震
災やタイ洪水の影響は大きく、大変厳しい年でした。そのような状況にもかかわらずHondaの皆様
のご理解ご支援により、今年も恒例のイベントが実現出来ました。

ご来訪頂いて、しんわルネッサンス、進
和あさひホームの各会場でセレモニーを
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開催。その中で進和学園の活動をつぶさ
にご視察頂きました。クリスマス祝会で
は、ランチ、学園活動の紹介や器楽同好
会「とびっきりレインボーズ」によるコ
ンサートもご一緒に楽しみ、応援歌「レ
ッツゴー!ホンダ」では会場が一体となり
盛り上がりました。皆様には、サンタク
ロースやトナカイに扮装して頂き、「夢を力に！ファイトHonda！がんばろうニッポン！」と元気
一杯のイベントとなりました。
貴重な時間を割いて進和学園にお越しくださった下さった皆様、本当にありがとうございました。

プチ・ブーケ 新製品デビューセール開催！

2011/12/09

オープン3カ月を迎えプチ・ブーケでは下記のような新製品のデビューセールを開催します。
皆様のご来店をお待ちしています。
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12/3(土)障がい者の日のキャンペーンに「とびっきりレインボーズ」が出演しました!

2011/11/30

 12月3日(土)OSC湘南シティのオープンモールステージにて、平塚市障がい者団体連合会が主催す
る障がい者の日キャンペーンイベントに進和学園器楽同好会「とびっきりレインボーズ」が出演し
ました。当日はあいにくの雨模様でしたが、とびっきりレインボーズの演奏が始まると小降りにな
り、終わる頃には雨は上がっていました。イベントは開会あいさつ、進和学園とびっきりレインボ
ーズ演奏、平塚市障がい者団体連合会の各団体からのPR、湘南森本連さんのよさこい踊りで盛り上
がりました。雨の寒い中、応援いただいた皆様、本当にありがとうございました。
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 落合平塚市長さんのあいさつ
 とびっきりレインボーズ 元気ハツラツのステー

ジ！

障がい者雇用優良事業所として表彰されました

2011/11/30

このたび障がい者雇用優良事業所として、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の機構理
事長努力賞を進和学園が受賞しました。表彰式は2011年11月19日(土)第9回神奈川県障害者技能
競技大会「アビリンピック神奈川2011」が開催された神奈川障害者職業能力開発校にて行われ、
進和学園 出縄雅之理事長が出席しました。障がい者雇用(労働法に則った雇用)につきましては、就
労継続支援A型、ともしびショップ、施設職員採用で取り組んでいます。特に就労継続支援A型の従
業員雇用については、昭和49年より本田技研工業株式会社さまより、福祉に対する深いご理解と熱
意のもと、37年間にわたり継続して良質な仕事を発注いただき実現しています。あらためて感謝申
し上げます。なお、進和学園は、2010年9月14日に神奈川県障害者雇用推進企業の認証もいただい
ております。

第30回こぐまカップ 記念大会

2011/11/16
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全員で記念撮影

昭和38年より長年ご支援いただいているボランティアグループ｢こぐま会」の皆さんのご協力によ
り、11月13日（土）に神奈川県トラック協会グラウンドにて、第30回こぐま杯サッカー記念大会
が行なわれました。こぐまカップの歴史は平成7年に始まり今年で17年目を迎えました。今回は
第30回の記念大会ということもあり、しんわ文化スポーツ振興会会長 森正明さんを始め、進和会
会長林様他、多勢の方々が応援にかけつけて下さいました。試合は一進一退の攻防が続きました
が、2－1でこぐま会の勝利となりました。湘南ＦＯＣＳにとっては残念な結果でしたが、これで通
算成績は湘南FOCSの12勝14敗4分となり、次の試合への励みになりました。試合後は料理愛好会
が作った料理を食べながらこぐま会の皆様や応援の皆様と交流し楽しい一日となりました。
ありがとうございました。

一進一退の攻防 残念！準優勝カップ

第７回 大山登山

2011/11/16

参加者全員で記念撮影

 １１月５日（土）好天の中、第７回大山登山を
ボランティア（こぐま会、茅ヶ崎山岳会）の皆様
の協力を得て実施しました。
 今年は台風15号の影響から登山道が厳しい
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状況でしたが本人20名、こぐま会・茅ヶ崎山岳
会12名、家族3名、職員11名の総勢46名が
参加し、見事全員で登頂することが出来ました。
達成感を味わい、ボランティアの皆様と交流を
深めながら楽しく登山することが出来ました。

  ボランティアの皆様

らーめん石狩さま(平塚ラスカ)に、無農薬野菜納品！

2011/10/21

青果店｢はだのや｣さんを通して、サンメッセしんわや進和万田ホームで育てた野菜を、以前から使
っていただいている｢らーめん石狩｣さまからリクエストをいただき、無農薬で栽培したチンゲンサ
イを10/20に納品しました。今後も収穫しだい使っていただけるとのことで、生産者としては、大
変うれしく励みとなります。これからも、お客様からリクエストをいただけるような野菜をたくさ
ん作って行きたいと思います。このたびの｢らーめん石狩｣さまの地産地消の期間限定メニューは、
進和職業センターで製粉作業を請け負っている「湘南カオリ小麦」の中華めんを使った「らーめ
ん」です。ぜひ、ご賞味ください!!

 平塚ラスカ5階です。  期間限定メニューに使っていただきました。

湘南ひらつかテクノフェア2011に出展しました!!

2011/10/20

2011年10月20日(金)～23日(土)ひらつかアリーナにて「湘南ひらつかテクノフェア2011」(主催
平塚商工会議所)が開催されました。今回で7回目となり過去最高となる126企業・団体が出展した
いへん盛況でした。進和学園としては初めての出展であり、障がいをもつ方の就労支援の推進とし
て、直接雇用、施設外就労(業務委託)をPRするとともに、企業の発注奨励策としてある在宅就業障
害者支援制度について説明しました。福祉施設である進和学園が在宅就業支援団体として厚生労働
省に登録していること、、「しんわルネッサンス」ではISO9001を取得して品質管理に日々努め生
産していること、利用者ご本人のマンパワーがあることをパネル、写真、資料等で紹介し、来場さ
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れたお客様、参加された企業・団体皆さまに活動のPRができました。

     

進和学園スタッフが待っています!  落合平塚市長さんと共に!  お客様に説明

   

障がいをもつ方の就労支援をパネル展示  進和学園の活動報告 広い会場に126企業・団体が参加

 

とびっきりレインボーズ「横溝記念まつり」で熱演!

2011/10/20

2011年10月16日(日)第9回横溝記念まつりが、大磯町横溝千鶴子記念障害者福祉センターで開催
されました。大磯町の福祉関係者が多数集まり、地域との交流と福祉の理解を深めるために毎年盛
大に開催されています。当日は作品発表・展示、バザー、食品、パンお菓子の販売で大勢のお客さ
までにぎやいました。アトラクションとして進和学園器楽同好会「とびっきりレインボーズ」に出
演依頼があり、初めての参加となりました。グループサウンズ・メドレーを中心に40分間の熱演
で会場を盛り上げました。

   

 ドラマー五十嵐さんのあいさつでスタート  いつもパワフルに歌うヴォーカル陣  会場は手拍子でいっぱいに!

モトスミ・ブレーメン通り商店街 『ドイツフェア』  

2011/10/13
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10/2(日) 川崎市元住吉駅ブレーメン通り商店街におきまして、第7回フライマルクト２０１１が開
催されました。ブレーメン通り商店街は、昨年進和学園の七夕飾りを友好提携関係にあるドイツの
ブレーメン市商店街・ロイドパサージュに寄贈することで、国際交流・文化交流のお役に立てても
らいました。
第7回フライマルクト２０１１にて、今回初めてブレーメン通り商店街でバザーの出店をさせても
らいました。主に「つちや窯」製作の陶器の販売を行ったところ、「ブレーメンの音楽隊」の動物
をモチーフとした皿やカップは、その可愛らしさから大好評となりました。
また、商店街の拠点であるコミュニティーセンター１Ｆには、ギャラリースペースのように仕切ら
れたガラスケース内で展示・販売を行う常設コーナーを設置して頂きました。ブレーメンゆかりの
陶器をたくさん置いてもらえますよう、これからも心をこめた物づくりをしていきたいと思いま
す。様々なご配慮、本当にありがとうございました。

大賑わいのブレーメン通り商店街。 ブレーメンゆかりの焼き物の数々。 常設コーナーを設置して頂きました。

第13回 さわやか文化スポーツ大会 開催！  

2011/10/01

 

9/24(土) 第13回 さわやか文化スポーツ大会が開催されました（ひらつかアリーナ、平塚総合体育
館プール、大原小学校グランド）。今年もわたしたちは元気一杯！それぞれが得意の競技で、楽し
く・さわやかに汗を流しました。また、文化部門におきましても、多彩な陶芸・工芸品などの展
示・販売を通じまして、日頃の日中活動の成果を楽しくご覧いただけたものと思います。今年も笑
顔で大会を終えることができました。ここで大会に携わったスポーツ指導者の方々、家族会、ボラ
ンティア、アリーナ関係者の方々、全ての皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。
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 開会のことば(七夕飾りをバックに) 森正明大会会長あいさつ 本人自治会連合会あいさつ

 

斉藤先生指導による ストレッチ体操  例年大盛況のパン食い競争  万田太鼓愛好会皆さまの迫力ある演奏

 文化部門

       

文化作品展示コーナー ともしびショップ湘南平の出張販売 茶道同好会によるお抹茶のおもてなし

 スポーツ部門

    

ババババババ.jpg

 卓球 バドミントン ソフトボーリング 

 バスケットボール  ドッジボール  ウォーキング

    

サッカー  ティーボール  ディスクゴルフ
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 上記のスポーツ競技の他にジョギング、水泳も実施いたしました。

 

『第3回 いせはら文化・芸術めぐり』 10/1(土)～10/31(月) のお知らせ

2011/09/29

  10/1(土)～10/31(月)で、『第3回 いせはら文化・芸術めぐり』が開催されます。進和学園は昨年

と同様に、進和職業センター・つちや窯の陶器を『海鮮市場マルモト』でイベント販売（海鮮バー

ベキュー＆お魚陶器販売）、珈琲・陶芸・美酒・ギャラリー『風海』にて陶器市を行います。そし

て、今年は新たに『伊勢原とうきゅう』（3階催事場）にて、サンメッセしんわのパンやクッキ

ー、万田窯陶器の販売も行う予定となっています。今年もイベント盛り沢山のいせはら文化・芸術

めぐり。より多くの方に進和学園の作品を、実際に手に取って楽しんでもらいたいと思います。そ

れでは会場でお待ちしております。 

      『風海』 前にて陶器市  『マルモト』、お魚皿等の販売  陶器のお魚水槽前で記念撮影

↑↑↑↑ 昨年のいせはら文化・芸術めぐりの様子です。
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今年もさわやかな秋空のもと、いせはら文化・芸術めぐりが開催されます。

 

『心のかたち陶芸展』盛況でした。ありがとうございました!

2011/09/28

http://iseharaartrally.web.fc2.com/
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10/7(金)～19(水) ともしびショップ湘南平にて、心のかたち陶芸展を開催いたしました。陶芸作
業を行っている万田ホーム・職業センター・やましろホーム・あさひホーム・サンメッセしんわの
５つの施設による共同作品をメインに、日頃の活動の成果を発表しました。店内のレイアウトの変
更も大変好評でした。沢山のお客様に、ご来場いただきましてありがとうございました。
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進和学園の顧問で元本田技研工業㈱副社長であられる
                                                   西田通弘さまを迎えての開催セレモニー
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 ジャングル  音楽隊

  

 フラワー  かお

   

 宇宙  店内展示

 個性豊かな作品たち!!
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幸寿苑の皆さまとの交流 とびっきりレインボーズが音楽と元気をプレゼント！

2011/09/24

 2011年9月14日(水)大磯の介護老人保健施設である幸寿苑さんに、進和学園器楽同好会とびっき
りレインボーズが音楽ボランティアとして初めて訪問いたしました。幸寿苑さんには毎月第1・
第3木曜にサンメッセしんわのパンを販売させていただいており、日常的に交流があります。かね
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てより音楽演奏の依頼をいただいていましたが、このたび敬老の感謝イベントとして実現しまし
た。やさしく温かいおばあさま、おじいさまの前で緊張もほぐれて、懐かしのグループサウンズメ
ドレーを熱演。最後に「故郷」をみんなで唄い、盛り上がりました。演奏終了後、ティータイムを
皆さまと一緒に楽しみました。その時におばあさまより「進和学園は昔から知っていたけど、初め
て会えて良かったです。演奏を聴いて元気が出ました」とうれしい感想をいただきました。器楽同
好会ご本人の音楽ボランティア活動の第一歩となりました。今後、定期的な訪問も期待されていま
すので練習に熱が入ります！

  

  

   

 

  

とびっきりレインボーズの
パフォーマンス   

懐かしい曲はみんなで大合唱！ 幸寿苑のスタッフの皆さまと

心の唄'11コンサート＆小碁盤セット販売

2011/09/24

2011年9月19日(月)心の唄'11コンサートが、新宿文化センター大ホールで開催されました。防
災、小碁盤事業でお世話になっている木谷正道さん（ＮＰＯ法人暮らしと耐震協議会理事長）が中
心になり、沢山のボランティアさんに支えられて今年で4回目の開催となります。プレイベントと
してロビーでは、日本棋院の信田成仁六段による囲碁入門講座が開催され、サンメッセしんわで製
作している小碁盤セットが活躍しました。合わせて小碁盤セットの販売もしまして沢山のお客様に
お買い上げいただきました。心の唄コンサートでは、ヴァイオリニスト高梨真実さん（パリ国際バ
ッハコンクール第三位の実力です）が特別出演され、素晴らしい音色を奏でまして、木谷正道さん
率いる心の唄バンドの演奏を盛り上げました。進和学園からも多数参加しまして活動ＰＲと多くの
皆様と交流を深めることができました。

        

     

          木谷さんと信田さんを囲んで
              ロビーでは小碁盤セットを販売             
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 テノールの歌声 木谷さん

ベース＆ギターは進和学園
の出縄守英です

色とりどりのライトアップされた
ステージが好評でした

懐かしい曲から、新曲まで
バラエティに富んだ選曲でした

ヴァイオリンとエレキギターの
ソロの掛け合いもありました

秦野曽屋高校文化祭にて第4回植樹イベントを開催！

2011/09/12

２０１１年９月３日、神奈川県立秦野曽屋高
校の文化祭「秋輝祭」のプログラムの一環と
して、校庭花壇での植樹イベントが実施され
ました。同校の福祉委員会と進和学園「どん
ぐりグループ」の共催による緑化活動は、今
回で４回目となります。
生徒の皆さん、先生方と進和学園・研進のメ
ンバーは、お互いに協力して作業を行いまし
た。心配された台風の影響も受けずに、計画

通りに作業を行うことが出来ました。５月の植樹と同様、（株）サン・ライフ様（平塚市）による
進和学園「いのちの森づくり基金」へのご寄附を活用して、合計２００本の広葉樹の苗木が植えら
れました。同校での植樹本数は、累計５００本を超えました。
ひと汗かいた後は、文化祭の催しを楽しみながら、生徒、先生はじめＰＴＡ、一般参加の皆様とも
交流を図りました。また、昨年同様に進和学園も展示参加すると共に、生徒の皆さんにも手伝って
頂き、模擬店でパンやクッキー等の自主製品を販売させて頂きました。

ワタミ様 新工場植樹祭に参加！～進和学園の苗木ご利用に感謝！～

2011/09/11

ババババ.jpg

居酒屋「和民」をはじめ外食産業を中心に展開されているワタミ株式会社様には、「ワタミの
森」（千葉県山武）での森林再生活動において、進和学園が栽培した苗木をご利用頂く等、日頃
より大変お世話になっています。
今般、ワタミ様は宅配弁当の新工場「手づくり厨房東松山センター」（埼玉県比企郡滑川町）を
建設され、2011年9月1日、落成式が執り行われました。同工場敷地の植栽計画に関し、準備作業
及び苗木の調達のご発注を頂きました。8月30～31日の両日、私達は苗木分配、竹串打ち、藁縄
作り等の事前作業を行うと共に、31日にはワタミの社員の皆様はじめ関係の方々と力を合わ
せ、33種類1,400本の広葉樹の苗木を植える植樹祭に参加しました。私達が心を込めて育てた苗
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木を立派な工場の植栽にご利用頂けたことは大変嬉しいことであり、また植樹を通じてワタミの
皆様や多くの方々との交流が叶いましたことは、貴重な社会参加にもつながる素晴しい機会とな
りました。強い陽射しの下、暑さに負けずに作業に励んだメンバーの日焼けした顔からは、働き
甲斐ある仕事を成し遂げた達成感が溢れていました。
ワタミの皆様及び関係の方々に厚くお礼申し上げます。

 

NPO法人 湘南スタイルさんとの連携スタート! 湘南みかんで新しい可能性にチャレンジ!

2011/09/09

湘南スタイルさんは、地域振興と社会貢献のために様々な活動をされています。藁品孝久理事長さ
んはじめスタッフ皆様より、「進和学園と連携して事業を展開したい。利用者ご本人の就労支援に
協力したい」と熱いメッセージをいただき実現しました。このたびの事業は、大磯・二宮の湘南み
かんの摘果する青摘みかんを有効利用するみかんの木パートナーシップ事業です。進和学園が請け
負ったのは、みかんの大きさ、色、汚れ等をみて選別する作業です。8～9月の週2回の期間限定の
作業となりますが、学園の各施設からご本人と職員がJA湘南選果場に出向いて行っていま
す。9/9の作業には神奈川県行政、県農業技術センター、大学、新聞社関係より沢山の皆様がご視
察に来訪され、湘南スタイルの皆様と共に作業内容を説明いたしました。今後も連携して、湘南み
かんを活用した「ジャム」づくりや「湘南みかんパン」を開発する計画です!

    

4cm以下の大きさを選別する治具の説明 選別作業の説明 進和の強味はマンパワーです!

NPO法人湘南スタイルさんのホームページで進和学園との連携が紹介されています。
ぜひご参照ください!

炭素循環農法にチャレンジ！

2011/09/05

9月4日（日）農薬も肥料も使わないで虫がつかない、健康な作物が育つ天然農法、「炭素循環農
法」（たんじゅん農法）の提唱者の林 幸美さん（ブラジル在住）が、2011年全国実践交流会の全
国訪問でサンメッセしんわの畑に来てくださいました。サンメッセしんわでは、今年の2月より炭
素循環農法で野菜の栽培を行っております。林さんは畑を視察され、「この畑は大丈夫だ。このま
まこの農法を続けて本物の野菜を作りなさい」と力強いお言葉をいただきました。この交流会に学

http://mikan.shonan-style.jp/collabo/shinwa.html
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園より5名、全体では17名の参加で、午前中は畑の見学、午後より林さんのお話を伺い目からウロ
コの連続でした。これからも安心・安全・安定を目指し、皆さんに喜ばれる野菜作りに取り組んで
行きます。

サンメッセの畑を見学
林さんのお話しを聞きながら

            有意義な交流会
林さんを囲んで

プチ・ブーケ ～からだに優しい寄り道 手づくりパン～ 開店！

2011/09/01

 

進和学園初のフードショップが９／１（木）オープンしました。
オリジナルラスク、サンメッセのパン、ティーハンデルの紅茶、
カフェ・ブーケのコーヒーを販売いたします。
みなさま、どうぞお立ち寄りください。

                    

                                  記念撮影
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神奈川県主催「商店街アドバイザー研修会」で進和学園の農園芸の取り組みを発表しました!

2011/08/30

2011年8月25日(木)神奈川県商工労働局産業部商業流通課の主催により、湘南地域県政総合センタ
ー会議室において「商店街アドバイザー研修会」が開催されました。今回のテーマは『商業者を刺
激し続ける農業者』です。農業者と商業者が組んだ地域活性化の事例として平塚のSunSunマルシ
ェ、平塚あきんど塾等の取組内容の発表と意見交換が行われました。事例発表者は4名。横田園芸
の横田敬一氏は食用バラと無農薬野菜について、てるてる農園の臼井照彦氏は無農薬野菜
とSunSunマルシェの取組について、ぽんぽこ農園の中村隆一氏は微生物を基本とする炭素循環農
法について、そして進和学園より三浦昌弘がサンメッセしんわの無農薬栽培にいたる経過と現在の
取り組みを発表しました。会場からは積極的な質問が飛び交い、特に昨今の大規模化する農業に対
して、少量多品目で無農薬栽培にチャレンジし、直接取引を基本に「安心・安全・安定」を主張す
る4者の姿勢に多数の方が驚かれました。横田氏は、「地産地消」ではなく「地産地笑」にして地
元の生産物で地元の人たち皆が笑えるようにしたいと主張され、参加者多数より「今後の展開に大
いに期待したい!」と賛同をいただきました。
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県下の行政、商工会議所、商店街関係の皆様が参加 事例発表者は右より、横田氏、臼井氏、三浦氏、中村氏

 臼井氏がSunSunマルシェの取組とコラボ商品「サ

ンサンサバドック」を紹介。サバドックは、平塚漁
港のサバ、地元農家の生野菜、サンメッセしんわの
パン(カオリ小麦のふすま入り)を使っています。

進和学園 三浦が障がいをもつ方の就労支援
の課題と福祉現場の農園芸の取組を説明

商業・農業関係者とのネットワークにより、
生産の可能性と利用者ご本人の社会参加が拡
がったことを説明

宮城県南三陸町歌津の皆さまを応援しています!

2011/08/10

2011年8月5日(金)「心の唄と落語と晩餐会と線香花火in南三陸」が南三陸町立歌津中学校体育館
で開催されました。3月11日東日本大震災に被災された皆さまは、仮設住宅、体育館で生活されて
おり、このたび200余名の方々が参加されました。平塚市を中心としたボランティアは、各々の得
意とする分野である音楽演奏、落語、料理、イベント等の盛り沢山の企画を行いまして、歌津の皆
さまの明日への元気につながることを願いました。進和学園からは、サンメッセしんわ出縄守英が
参加しました。

          

 南三陸町歌津の皆さまと共に全員集合!

音楽演奏・落語
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 今井亮太郎さん（ブラジル・ビアノ）と
片倉広義さん(複音ハーモニカ)の熱い演奏 

楽志亭壱生師匠の落語
大爆笑の連続でした

 木谷正道さん率いる心の唄バンドの演奏
ギターは進和学園の出縄守英です!

南三陸のうたフェスティバル
南三陸町民憲章に曲をつけてほしいと、阿部友昭校長先生より5月に話があり、全国に呼びかける
プロジェクトに発展しました。当日までに10曲が集まりました。進和学園器楽同好会「とびっきり
レインボーズ」も4曲つくりCDに録音しました。その4曲全てを流してくださり、とびっきりレイ
ンボーズの歌声が体育館内に響き渡りました。曲が終わるごとに歌津の皆さまから大きな拍手をい
ただきまして感動いたしました。今回のプロジェクトはまだスタートしたばかりで、これからも沢
山の曲を募集するそうです。

 

 

 

 

  

人間味あふれる歌津中学校の阿部友昭校長
先生は自らアカペラで自作の曲を唄いまし
た

南三陸町民憲章
この憲章を歌詞にして曲をつけました

 とびっきりレインボーズのCDです!

晩餐会
いよいよメインイベントです!
平塚を中心とした一流のシェフと板前さん、料理スタッフによるフランス料理、和食、寿司、中華
料理、デザート、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク等の豪華メニューでした。真心いっぱ
いのおいしさでした。そしてパンについては、マリールイーズ尾鷲シェフのはからいで進和学園サ
ンメッセのバターロールを300ヶ使っていただきました。「パン・デ・ロンド」と命名までしてい
ただきました。サンメッセのパンをメニューのひとつに加えていただき、歌津の皆さまにご賞味い
ただけたことは大変意義深いことでした。

    

 フランス料理  お寿司  進和学園サンメッセのパン 途中でなくなるほど好評でした!

町の風景
歌津中学校へ向かう道中、車窓から見える景色は、青々とした田園風景から一変しました。津波に
より高層建物でさえ3階まで流されてしまったという凄まじい被害。5ヶ月後、瓦礫は山のように寄
せられ、道路は確保されつつありますが、これからです。一日も早い復旧、復興を願い、私たちは
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できることを精一杯やっていくしかないと感じるばかりでした。人と人とのつながりで助け合い、
国難を乗り越えて行くしかありません。

     

 
仙台市へ義援金をお届けしました(8月6日)
3.11を受けて、平塚では災害から未来(あす)を守る会が設立されました。そして七夕まつりのつな
がりから、被災された仙台への義援金を集めました。進和学園としましても「しんわ本人自治会連
合会」の呼びかけにより54万円が集まりました。平塚を中心とした関係団体、飲食店にも広がり、
最終的には275万円となりました。このたび8月6日(土)、南三陸から仙台に移動しまして、「チャ
リティーイベント仙台七夕囲碁まつり」に参加。その式典の中で、災害から未来(あす)を守る会代
表の能勢康孝氏が、仙台市の高橋市民局長へ義援金をお渡ししました。募金いただいた皆さまには
あらためて御礼と共にご報告申し上げます。

 

   

 能勢康孝代表が直接お渡ししました  小林光一九段の100面打ち 最後に心の唄バンドが演奏しました

仙台七夕まつりのアーケードには、南三陸歌津中学校避難所の皆さまがつくった竹飾りが飾られていま
した

紙すき名刺を落合平塚市長さんに納品しました!

2011/08/09

サンメッセしんわでは、牛乳パックから紙すき名刺をつくっています。このたび落合市長さんはじ
め副市長さんの名刺を発注いただきました。2011年8月8日(月)その一部が完成しましたので、製
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作している利用者ご本人の代表が直接、落合市長さんにお届けいたしました。工程の説明を申し上
げると、落合市長さんは「手間をかけた手作りの温かみが感じられ、大変良いですね」と気に入っ
てくださいました。今後の生産の励みになります。お時間を割いていただきまして誠にありがとう
ございました。

   
落合市長さんへお届けしました ご本人より工程を説明いたしました ケースもエコクラフトで手作りです

以下は工程の説明資料です。
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夏の平塚市役所ロビー展示即売会は大盛況でした！

2011/07/29

2011年7月21日(木)・22日(金)平塚市役所ロビーにて展示即売会が開催されました。平塚市地域作
業所連絡会が主催となり、平塚と大磯の福祉施設が連携しました。また平塚なでしこライオンズク
ラブ皆さま、湘南べルマーレ皆さまが協力してくださいました。この展示即売会は恒例となりまし
て今年は4回開催予定で今回は2回目です。おかげさまにて進和学園のパン、無農薬野菜、自主製品
は他の作業所・施設の出展品と共に大変好評でした。とくにパンの販売については事前に事務局に
問合せが入るなど浸透しつつあり、両日昼半ばで売り切れるほどでした。ご本人も売り子として活
躍しました。また参加団体の売上げの10%を東日本大震災の義援金といたしました。お買い上げあ
りがとうございました。次回は10月4日(火)・5日(水)の予定です。

落合平塚市長さんもかけつけてくださいました。 湘南ベルマーレ阿部選手と小澤選手と共に

神奈川県ユニセフ協会 平塚友の会設立二十周年記念において感謝状をいただきました

2011/07/22

2011年7月16日（土）平塚市中央公民館大ホールにて、ユニセフ（国際連合児童基金）協会平塚友
の会の設立二十周年記念式典が開催されました。平塚友の会より永年の支援者である個人、団体、
学校、役員等の皆さんに感謝状が贈られました。進和学園としましては、しんわ本人自治会連合会
が毎年呼びかけています年末募金の一部を平成3年より20年間継続してユニセフへ贈呈しており、
この取り組みに対して感謝状をいただきました。出縄雅之理事長としんわ本人自治会連合会の根岸
会長が壇上で感謝状を受け取り、受賞者を代表して理事長があいさついたしました。進和学園から
も多数出席しまして一同感激いたしました。

平塚友の会代表石井基仁さまより贈呈  受賞者を代表してあいさつ
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 感謝状
大庭昌子さんと平塚童謡の会

の皆様の合唱
キャスター・俳優の金田賢一さん
によるユニセフ活動の講演会

 落合平塚市長さんと
須藤議長さんとともに

 ユニセフ平塚友の会の皆さまと金田賢一さんと共に

無農薬ブルーベリー摘み取り～専門家と連携し工賃に還元！～

2011/07/18

 

 

進和学園では、自主栽培による野菜類の生産販売を行っていますが、今般、専門家のご指導と連携
による新たな作業（仕事）を開始しました。
神奈川県足柄上郡において、無農薬無化学肥料栽培のブルーベリーを手掛ける観光農園「ブルーベ
リーガーデン旭」様の深いご理解ご支援の下、学園の畑に昨秋、ブルーベリーの苗木を植え技術的
助言を頂きました。また「ブルーベリーガーデン旭」様で進和学園利用者が新鮮なブルーベリーを
摘み取らせていただき、一般市場への販売が実現しました。地元の有名スーパー「しまむらストア
ー」様はじめ幾つかの事業者様に卸し販売を行います。
摘み取り作業は昨年９月に試行し、今シーズンより正式な日中作業として計画的に実施して参りま
す。農薬や化学肥料を使用せず、湘南の陽光をたっぷり浴びた完熟フレッシュ・ブルーベリーは最
高品質のものです。進和学園栽培のブルーベリーの出荷は、まだ先のことですが、学園利用者が摘
み取り作業（労務）の代償として「工賃」を得る自立支援の試みとなります。親身にご指導を頂い
ている「ブルーベリーガーデン旭」様に、心より感謝申し上げます。
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第61回湘南ひらつか七夕まつり 竹飾りコンクール全市の部 堂々4位に入賞!!

2011/07/13

平成23年7月8日(金)～10日(日)に開催されました「第61回湘南ひらつ七夕まつり 」の竹飾りコン
クールにて全市の部で堂々の4位に入賞しました。いままで参加してきた全市の部では最高位で
す。今年のテーマは「絆・心ひとつに～届け!みんなの笑顔」で東日本大震災の復興を願い、3本の
竹飾りに表現しました。ご本人、保育園児、進和家族会、ボランティア、職員で協力し、みんなの
願いを込めて、仙台和紙を使って手作り感100%の竹飾りをつくりました。来場者皆さまには、そ
の温かみが良いと大変好評でした。

 受賞式7/9(土)では、しんわ本人自治会連合会役員さんが代表して賞状を受け取りました。行灯の
制作については、絵手紙教室でお世話になっている金子洋子先生のご指導により、「みんなの笑
顔」と「東北の名産品」の数々を絵柄として和紙に描きました。 くす玉はお花紙でつくり、吹流し
には、1万羽の折鶴とご本人・保育園児皆さんが自分で描いた似顔絵1,000人分を貼り付けまし
た。

以下は制作風景・竹飾り設置のスナップです。 ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げま
す。
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  神奈川新聞のコラムで紹介されました(2011年7月13日掲載)

 

進和学園のジャガイモとタマネギをしまむらストアー様で販売！

2011/07/12

平塚の有名スーパー「しまむらストアー」様にて、進和学園の野菜をお取り扱いいただき、早1年
近くが経過しました。現在、旭店・長持店・徳延店にて進和学園のコーナーを設けて頂いていま
す。
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「しんわルネッサンス」農業班のメンバーにとって大きな励みとなっており「しまむらストアー」
の皆様には、心より感謝申し上げます。
今年の夏は、徳延店様でジャガイモ186㎏、タマネギ31㎏、長持店様でジャガイモ101㎏、タマネ
ギ40㎏ ・・・と大量！！
長持店のチーフ、松永様に「玉ねぎはその日のうちに売り切れたよ！」と仰って頂き、一同大喜び
でした。7月13日からは、進和学園のメンバーが収穫する無農薬・完熟・手摘みブルーベリーをお
取り扱い頂く予定です。
暑さに負けずに頑張ります！引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！

  

  

ＳｕｎＳｕｎマルシェから飛び出した地産地消の「ＳｕｎＳｕｎサバドッグ」！！

2011/07/10

2011年6月26日（日）平塚青年会議所主催による「湘南グルメグランプリ2011」が紅谷町まちか
ど広場にて開催され、ＳｕｎＳｕｎマルシェとして出場しました。ＳｕｎＳｕｎマルシェとは、毎
月第2日曜日に平塚駅南口のイタリアンレストラン「motoRosso」さん前で開催される朝市です。
「ＳｕｎＳｕｎサバドッグ」は、湘南カオリ小麦とふすまを使って焼き上げた「サンメッセしん
わ」のパンに、平塚漁港で水揚げＮｏ１のさばのアツアツの竜田揚げを、平塚産の生野菜といっし
ょにはさんだドッグです。モトロッソ相山さんが考案したＳｕｎＳｕｎマルシェから生まれたコラ
ボ商品なのです。来場者皆さまに大変好評でした。次のフードバトルにも臨みます！
このＳｕｎＳｕｎサバドッグは、ＳｕｎＳｕｎマルシェ開催の時につくりますので、ぜひご賞味く
ださい！

        

地産地消！ＳｕｎＳｕｎサバドッグ 落合平塚市長さんも納得の味です！
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 グルメグランプリは誰の手に！？  当日は長蛇の列！大盛況でした！

ＳｕｎＳｕｎマルシェにいらしてください！ 毎月第2日曜日10:00～13:00に開催しています！
場所は、「ｍｏｔｏＲｏｓｓｏ（モトロッソ）」平塚市夕陽ケ丘3-5

         

 日曜日はのんびり、くつろぐ
家族連れでにぎやかです！

 サンメッセのパン販売
豊富な種類が好評です！

 進和学園の原木しいたけと
無農薬野菜は好評です！

歌声マルシェも開催
写真は、心の唄バンドの演奏です！ 

 

進和学園感謝デー「あじさいまつり」開催！

2011/06/29

ご来場ありがとうございました！ 

あじさいまつりオープニング 本田技研工業㈱埼玉製作所様ご視察
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やえくぼ 陶芸体験の一場面
  しんわルネッサンス食堂にて
「あじさいフェスタ」

２０１１年６月２３（木）～２６日（日）、湘南平では、２００種・４,０００本のあじさいが咲く
中、学園感謝デー「あじさいまつり」を開催しました。
万田・高根地区では、落合平塚市長さんはじめ地域・市民の皆様に、あじさいと、絵手紙教室、陶
芸体験、お茶席コーナーや各施設の活動を見て頂きました。万田太鼓愛好会の皆さんには、威勢の
良いお囃子で祭りを盛り上げて頂きました。
土沢地区でも様々なイベントを行いました。２３日(木)には本田技研工業㈱埼玉製作所様に進和学
園をご視察頂き、温かい激励のお言葉を頂戴しました。２５日(土)には陶芸体験、子供サッカー教
室、２６日（日）は生花教室、だるまづくり体験、ポット苗づくり体験、あじさいフェスタと多く
のイベントを開催し、大勢の皆様に楽しんで頂きました。
ご協力頂いた関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

第16回 YES,愛DO! 音楽祭 ～笑顔で音楽を! がんばろう日本～

2011/06/01

2011年5月29日(日)平塚市総合公園体育館にて開催。あいにくの雨模様でしたが、会場内は沢山の
参加者の熱気で包まれました。体育館ロビーでは福祉施設、地域作業所の自主製品の販売が行わ
れ、「サンメッセしんわ」からもパンを販売しました。販売にあたっては高浜高校のフレッシュな
学生さんに協力いただき、ありがとうございました。前日の準備からスタッフの食事として発注い
ただいたパンと当日の販売で計1,450ケのパンが販売できました。会場のステージでは、昨年に引
き続き進和学園器楽同好会「とびっきりレインボーズ」がプログラムのトップバッターとして出演
し、熱い演奏と「がんばろうメッセージ」を届けました。当日は、沢山のスタッフ、ボランティア
さんにお世話になりまして感謝申し上げます。

にぎやかなロビーの販売風景
どうにもとまらない懐かしの
ヒットパレードを熱演!
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株式会社オウケイウェイヴ様が来訪されました

2011/05/26

Q&Aサイト「OKWave」を運営されている株式会社オウケイウェイヴの方々が進和学園を視
察来訪されました。同社にはサンメッセしんわの紙すき班が牛乳パックを再生して作ったハガ
キを納品しています。社長の兼元謙任様のメッセージと会社のロゴマークまたはマスコット鳥
の桶太君を印刷したオリジナルハガキで、売上げの一部は進和学園「いのちの森づくり基金」
に寄付されます。当日は紙すき班作業場で実際の紙すきを視察・体験していただいた後、ホン
ダ車部品、製パン、しいたけ栽培、給食、クリーニング作業やその他の生活介護事業所にもお
立ち寄りいただき、親しく交流させていただきました。

ドイツ・ロイドパサージュに進和学園の七夕飾りが展示されました。

2011/05/24

川崎市中原区の『モトスミ・ブレーメン通り商店街～モトスミ・ブレーメンバンド』が、友好交
流20周年の記念として、5/5～6 の2日間ドイツ・ブレーメン市で海外公演を行いました。

公演の際、同商店街が昨年9月に贈った七夕飾りも展示され友好ムードを深めました。この七夕飾
りは、昨年学園が、『みんなの笑顔』のテーマのもと製作したものです。

『竹万』さまに、そらまめ納品。
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2011/05/23

このたび、市内花水台の割烹料理店『竹万』さまより直接ご注文をいただき、サンメッセしんわ農
園芸班が育てたそらまめを納品させていただきました。『竹万』さまは、以前より『はだのや青果
店』さまを通じて椎茸を購入されており、先日は若主人の関口雄一さまが進和学園を見学に来て下
さいました。

地元野菜を料理に使用したいとのお話で、サンメッセしんわ農園芸班の無農薬・無化学肥料栽培の
野菜に期待して下さっています。この期待に応えられるよう、皆で頑張って美味しい安全な野菜を
作っていきます。ぜひ、『竹万』さまで更に美味しくなったサンメッセの野菜をご賞味下さい。

「届け!復興への願い」東日本大震災義援金をお届けしました。

2011/04/21

平成23年3月11日(金)に発生しました東日本大震災で被災されました皆様には、心よりお見舞い申
し上げます。この未曾有の大災害を受けまして、平塚では東日本の復興支援と今後予測されます東
海・関東方面の地震災害に備えるため、「災害から未来(あす)を守る会」が設立されました。この
会には市民活動団体、地域自治会、商工団体、ボランティア、福祉関係団体等の方々が参加してい
ます。このたび七夕を通して平塚市とつながりが深い仙台市を支援する募金活動の呼びかけがあ
り、私たち進和学園では「しんわ本人自治会連合会」が中心となり、学園関係者に広く呼びかけ義
援金543,835円が集まりました。4月18日(月)「災害から未来(あす)を守る会」代表であられる能
勢康孝さま(ナパサクラブ会長)へ義援金をお届けしました。少しでもお役に立てればと思います。
「災害から未来(あす)を守る会」のHPは右記のリンクよりどうぞ!!

http://www.takeman.co.jp/
http://shonantown.jp/sah/
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木谷正道さん率いる心の唄バンド＆とびっきりレインボーズ活動報告 

2011/04/16

2011年2月6日(日)聖ステパノ学園海の見えるホールにて、「心の唄IN大磯」が開催されました。
木谷正道さん率いる心の唄バンドのコンサートに進和学園器楽同好会「とびっきりレインボーズ」
が特別出演し、新曲を含む懐かしのグループサウンズメドレー10曲を演奏しました。会場は超満員
で、ステージは春の海が見渡せる最高の景色! お客様より「とびっきりレインボーズの楽しい演奏
に元気をもらいました」とうれしい感想を沢山いただきました。今後もガンバリます!!

木谷正道さん率いる心の唄バンドは、「人と人とのつながり、共に生きる」をテーマに福祉、防
災、文化(囲碁など)関係の皆さんと連携して音楽活動をしています。
進和学園とは防災関係の連携をはじめとして、器楽同好会「とびっきりレインボーズ」との音楽活
動、利用者の方の生産事業として小碁盤セット製作のご提案と連携をいただいています。

とくに東日本大震災を受けて復興に向けた支援活動にも取り組んでおります。
2011年4月16日(土)二宮ラディアンにて復興支援チャリティコンサートと囲碁入門講座を開催しま
した。

心の唄バンドメンバー紹介
・ ギター弾き語り:木谷正道(NPO法人暮らしと耐震協議会理事長)  ・ 創作ソロ手話唄:竹DS(会社
員) 
・ ボイスパーカッション:丸山泰明(公務員)・ ピアノ:三木靖子(公務員)・ ベース＆ギター:出縄守
英(進和学園職員)

心の唄バンドの演奏が下記のとおり配信されていますのでぜひ!お聴きください。
 「島唄」皆さんご存知のTHE BOOMの名曲です。
「この街で」出会ってからお互い年をとるまで寄り添いたいというほのぼのした夫婦の物語です。

ホンダ車部品組立作業1カ月振り再開！

2011/04/12

このたびの東日本大震災により被災された皆様
に、心よりお見舞い申し上げます。１日も早い
復興を心からお祈り申し上げます。

http://www.youtube.com/watch?v=2hnIHHk4P2c
http://www.youtube.com/watch?v=WfROCEGQzvc
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ホンダ様はじめ自動車メーカー各社は、工場被
災や部品調達の困難から生産休止に追い込まれ
ました。ホンダ車部品の組立加工は、進和学園
における中心的な作業種であり、この間、勤務
時間の調整や他の作業種による大幅なワークシ

ェアリングを実施しました。４月１１日から、ホンダ車部品の仕事が１ヶ月振りに約５割稼働で再
開しました。被災地の皆様のご苦労を思うと、弱音を吐く訳には行きません！未曾有の難局を乗り
越えられるよう、私達も懸命に努力して参ります！

社会福祉法人 進和学園が「在宅就業支援団体」に登録されました！

2011/04/10

   障害者雇用促進法に定められた「在宅就業支援団体」に、
社会福祉法人進和学園が２０１１年４月１日付で厚生労働省
に登録されました。
障害をお持ちの方が自宅で就業する場合の他、福祉施設等で
働く方々に仕事を発注する企業等に対して、障害者雇用納付
金制度に基づき、特例調整金・特例報奨金が支給される制度
であります。
進和学園の利用者ご本人が従事するホンダ車部品の仕事にお
いて、営業窓口会社である(株)研進が２００８年に同団体に
登録され、すでに本制度を活用して発注企業である本田技研
工業様に特例調整金が支給されています。
進和学園としましては、利用者ご本人の工賃アップのため、
さらに独自の受注・販路開拓を目指し多角化を図ってまいり
ます。

ＮＰＯ法人ＧｏｏｄＤａｙ様と親しく交流 ～ 更なる連携を目指して！ ～

2011/03/01

地球環境保全活動を実践されているＮＰＯ法人ＧｏｏｄＤａｙ様が、４月２日（土）、各種イベン
トを企画主催するＯＴＯＤＡＭＡ（音遊）の皆様と共に、進和学園に来訪されました。



進和学園 - バックナンバー２０１０年度以前

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2008[2018/07/09 14:32:54]

障害を持つ方々との「共生」について考えることをテーマに、学生及び社会人のスタッフ１４名の
皆様が、進和学園「どんぐりハウス」において学園利用者・職員と一緒に作業を体験、ランチも共
にして意見交換を行い親しく交流を図りました。
この日の経験が、皆様の活動の糧となり、相互理解に基づく更なる連携、取り組みに繋がれば有難
く思います

NPO法人Goodday様 フォトギャラリー①              NPO法人Goodday様 フォトギャラリー②

３月１８日付「広報ひらつか」に掲載されました。

2011/03/18

社会福祉法人進和学園が、平塚市より委託を受けて設置している相談支援事業所『サンシティひら
つか』が「広報ひらつかプラスアップ・特集号」で紹介されました。
平塚市では身体・精神・知的(発達)の各障がいごとに３か所の相談支援事業所を設置しています。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。

（株）サン・ライフ様のご寄付に感謝申し上げます！

2011/03/31

冠婚葬祭・福祉・文化関連事業を展開されてい
る株式会社サン・ライフ様（本社：神奈川県平
塚市）より、進和学園の「いのちの森づくり友
の会」基金に６０万円のご寄付を賜りました。
私達が推進する「その土地本来の木」による
「本物の森づくり」の趣旨をご理解下さり、昨
年に続いてご寄付頂いたものであり（累計１６
０万円）、心より感謝申し上げます。

同社ご寄付による植樹は、２０１０年度において神奈川県内４事案／２，０００本の実績を挙げて
います。「環境」への貢献及び作業に従事する障害者の就労支援の面でも有難いご支援であり、有
効に活用させて頂きます。

写真：（株）サン・ライフの比企社長様（右から2人目）、原田執行役員様（左から2人目）に御礼
ご挨拶
～（株）サン・ライフ様本社にて（2011.3.29）～

湘南カオリ小麦でカオリパンをつくりました!!

2011/03/23

https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Ara#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Ara#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Ara#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Ara#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Ara#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Ara#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Mass#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Mass#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Mass#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Mass#
https://picasaweb.google.com/goodday.album/110402Mass#
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平成23年3月14日(月)手づくり食工房にてB級
グルメのカオリ麺とカオリパンの試食会が開催
されました。平塚市料理飲食業組合連合会さま
との連携で、平塚産の湘南カオリ小麦（品種名
ニシノカオリ）の製粉作業を進和職業センター
で請負い、その小麦と表皮部分「ふすま」を使
い、サンメッセしんわ製パン部でカオリパンを
つくりました。ミネラル成分と食物繊維が豊富

なパンです。B級グルメ「湘南カオリ麺」の新しいレシピ集の冊子の中でも紹介されています。
近々販売いたしますので、素朴な食事パンとしてシンプルに、またお好みの具材と組み合わせてご
賞味ください。

 

ホンダ車部品組立作業２４ヶ月連続１００点（ミス・ゼロ）達成！

2011/03/07

進和学園は、研進を通じて本田技研工業（株）様より自動車部品の仕事を受注し、３７年目を迎え
ています。ホンダ様、ボランティアの「こぐま会」様はじめ皆様のご支援ご指導の下、品質保証と
工程管理に特段の努力を蓄積して来ました。学園利用者の障害特性に合わせた治工具の独自開発や
様々なＱＣ活動に取り組み、「しんわルネッサンス」では、知的障害部門では日本初となるＩＳＯ
９００１認証も取得（障害者の方々も含めて全員で取得）しています。
このたび、ホンダ様発行の「搬入品質実績報告」において、２４ヶ月（2年間）連続１００点のミ
ス・ゼロを達成、「しんわルネッサンス」と協力施設の学園各施設及び「小田原支援センター」、
「ほうあん第一しおん」において、成果を祝うイベントを行いました。また、今後の更なる飛躍に
向けお互いの精進を誓い合いました。
（写真：「しんわルネッサンス」にて－2011.3.4－）

厚生労働省平成22年度障害者総合福祉推進事業 ～ 進和学園にて開催 ～

2011/02/11
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掲題事業の内、ＮＰＯ法人「福祉ネットこうえん会」が事務局を務める調査研究「就労支援・雇用
のあり方の論議に資するための就労支援等の実態及び課題の整理」（採択番号17-2）の検討委員・
事務局会議が、２０１１年２月６日、進和学園の「進和万田ホーム」にて開催されました。
翌２月７日には、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品事業を中心に訪問調査が実施され
ました。厚生労働省の小倉専門官並びに委員の皆様には、全国より平塚の地にお集まり頂き、進和
学園を会場及び訪問調査先にご選定頂いたことは、大変光栄なことであり、関係の皆様に厚くお礼
申し上げます。
研進の出縄貴史も委員を委嘱され参加させて頂いていますが、本事業の成果が、今後の日本の福祉
的就労の見直しに活かされることを期待したいと思います。
 
厚生労働省「平成22年度障害者総合福祉推進事業 採択事業一覧

湘南ベルマーレ フードパークお披露目会出店！！

2011/02/10

2011年2月5日土曜日、ひらつかアリーナにて湘南ベルマーレフードパークお披露目会が行なわれ
ました。来年度湘南ベルマーレのホームゲームの際、競技場周辺通路に出店する食べ物屋さんが一
同に集まりました。
当日は、グランドで湘南ベルマーレ選手の練習試合等も行われ、たくさんのサポーターでにぎわい
ました。サンメッセの菓子パンも大好評で販売開始前から長蛇の列ができ、販売のご本人もビック
リでした。また、湘南ベルマーレの山口選手、阿部選手も販売ブースに入り、販売の応援をして下
さいました。
地元のサッカーチームに密着した新たな販売ルートに、期待が高まりました。

（株）オウケイウェイヴ様に感謝！～ 進和学園「紙すき班」自主製品ご利用 ～

2011/02/04

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/07.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/07.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/07.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/07.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/07.html
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日本最大級のＱ＆Ａサイト「ＯＫＷave」を運営されている（株）オウケイウェイヴ様より、進和
学園は、牛乳パック再生紙を使った手すきエコ葉書をご発注頂きました。同社のロゴマークと黄色
いマスコット鳥「桶太」君を配し、社長の兼元謙任様のメッセージを添えたオリジナル品で、売上
げの一部は、進和学園「いのちの森づくり基金」に寄附され森林再生にも活かされます。
同社は、「世界中の人と人を信頼と満足でつないで、ありがとうを生み出していく」ことをミッシ
ョンとされ、福祉分野にも深いご理解を示して頂きました。私達の自主製品がお役に立てることは
大きな喜びであり働き甲斐にも繋がります。
２０１１年１月２６日、私達は受注窓口の研進と共に、同社本社（東京恵比寿）を訪ね、兼元社長
様はじめ同社の皆様に御礼のご挨拶を申し上げました。 

（株）オウケイウェイヴ様ホームページ

本田技研工業（株）様のご寄付に感謝！～「いのちの森づくり」プロジェクト～

2011/01/24

本田技研工業（株）様には、昭和49年より進和学園を利用する障がい者の方々に自動車部品の「仕
事」をご発注頂き、大変お世話になっています。
今般、Ｈｏｎｄａ様より進和学園「いのちの森づくり基金」へ１００万円のご寄付を賜りました。
Ｈｏｎｄａ様は、障がい者の雇用や就労支援にも熱心に取り組まれていますが、「人間尊重」とい
う企業理念を実践され、社会的責任（ＣＳＲ）を全うされる姿勢に心より敬意を表する次第です。
２０１１年１月２０日、私達の代表と研進は、Ｈｏｎｄａ青山本社ビルを訪問し、ご寄付の御礼を
申し上げました。皆様のご厚意ご期待にお応え出来るよう、一同力を合わせて精進して参ります。

Ｈｏｎｄａ埼玉製作所・新春駅伝２０１１に参加！

2011/01/17

http://www.okwave.co.jp/
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１月１６日（日）、本田技研・埼玉製作所構内において、新春恒例の駅伝大会が開催されました。
Ｈｏｎｄａの皆様に取引先、地域の方々、大人から少年野球チームまで、激励太鼓の勇ましい響き
の中を１，４００人近く（１９８チーム）が熱い走りでタスキを繋ぎました。
進和学園＆研進は、模擬店出店に加え「しんわルネッサンス」の利用者本人と職員の混成チームが
参加しました。９，１２９ｍを全員の力で完走し、満面の笑顔で「ハイ、ポーズ！」・・・この勢
いで今年も走り抜けて参ります！

サンタさんがやって来た！！～ Ｈｏｎｄａの皆様とクリスマス交流会 ～

2010/12/17

２０１０年１２月１７日、本田技研工業（株）の皆様１２名、そして元副社長で現進和学園顧問の
西田通弘様をお迎えして、今回で３７回目となるクリスマス交流会を開催しました。厳しい経済情
勢の中でのご慰問に心より感謝申し上げます。
私達の活動の一端をご視察頂くと共に、クリスマス祝会では、ランチをご一緒、また学園活動の紹
介や学園器楽同好会によるコンサートも共に楽しみました。皆様には、サンタクロースやトナカイ
に扮装して頂いて大いに盛り上げて頂きました。Ｈｏｎｄａ野球部の名投手（現コーチ）として有
名な坂本保選手がユニフォーム姿で登場！という嬉しいサプライズも・・！
お陰様で障害者ご本人、ご家族、職員との交流を深めて頂き、心温まる一日でした。本田技研工業
㈱様のご厚情により、充実した日々を過ごせる環境にあることを大変有難く思います。



進和学園 - バックナンバー２０１０年度以前

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2008[2018/07/09 14:32:54]

横浜ゴム 千年の杜イベント“Think ECO Hiratuka 2010”

2010/12/03

２０１０年１１月２７日、横浜ゴム（株）平塚製造所で開催された千年の杜イベント“Think ECO
Hiratuka 2010”に参加させて頂きました。模擬店、サッカーゲーム、キャラクターショー、片山
右京さんのトークショー等があり学園利用者、職員共々大いに楽しみました。
また、学園の「いのちの森づくり」の展示紹介と合わせ、学園自主製品の販売もさせて頂きまし
た。

湘南国際村第２回めぐりの森植樹祭にて大きな成果！

2010/12/03

２０１０年１１月１３日、湘南国際村にて第２回めぐりの森植樹祭が開催されました。総植樹本数
６，０００本の内３，２３０本は学園の苗を使用しています。
主催者の「協働参加型湘南国際村めぐりの森づくり推進会議」、NPO法人国際ふるさとの森づくり
協会の皆様、（株）フェリシモ、エキスパートグループホールディングス（株）、（株）音遊他の
協賛各社様に厚くお礼申し上げます。
また、以下団体、企業様より多大なるご支援を頂きました。
・OTODAMA FOREST STUDIO様、 NPO法人GoodDay様に、１，２５０本の苗木をご購入の
上、ご寄贈頂きました。
・（株）サン・ライフ様より進和学園「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄付に基づき苗木５
００本を提供して頂きました。
・横浜ゴム（株）様から進和学園が寄贈を受け栽培を引き継いだ苗木より１，４００本を利用させ
て頂きました。
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いいもん ひらつか魅つけ市! カオリパン(ふすま入り)をPR!

2010/11/05

２０１０年１１月３日、平塚市中心商店街で、第５回平塚商業まつり「いいもん ひらつか魅つけ
市」が盛大に開催され、進和学園もグルメフェア並びに一坪いちおしショップの計３ブースに出
店。原木しいたけ、無農薬野菜、陶器、工芸品等を販売。特に、平塚市料理飲食業組合連合会様と
連携して、平塚産小麦ニシノカオリを進和職業センターで製粉し、その小麦を使用してサンメッセ
しんわでカオリパン(ふすま入り)を作っています。当日は、お客様にカオリパンを試食して頂き、
アンケートを実施。「ふすま」とは小麦の表皮部分(ぬか)でミネラル成分と食物繊維を豊富に含ん
でいます。健康志向のパンは大変好評で、商品開発に向けて参考になる意見も沢山頂きました。ご
協力有難うございました。

小田原荻窪森林再生プロジェクト植樹祭

2010/12/03

２０１０年１１月２日、県内の森林を再生する「かながわ森林再生５０年構想」に基づき、県、地
主様のご協力により小田原荻窪の新設道路に面した土地約６００㎡に学園栽培の苗２，０８０本を
植樹しました。
この植樹祭は、（社）国土緑化推進機構「緑の募金交付金」による事業ですが、進和学園「いのち
の森づくり友の会」会員の皆様や進友クラブ（学園利用者家族会ボランティア）及び学園関係者に
加え、一般参加の方々もご一緒に力を合わせて素晴らしいイベントとすることが出来ました。

知事と語ろう!神奈川の地産地消をひろげよう!
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2010/10/27

２０１０年１０月２６日(火)藤沢市民会館にて「知事と語ろう!神奈川ミーティング」が開催されま
した。農業、企業関係者、学生、一般の方々で満員になり、「神奈川の地産地消をひろげよう!農
と食の多様な展開」をテーマに事例発表と意見交換が行なわれました。
進和学園(職業センター)は、今春より平塚市料理飲食業組合連合会様と連携して、平塚産小麦「ニ
シノカオリ」の製粉作業を請負っています。この小麦はB級グルメ「湘南ひらつかカオリ麺」とし
て平塚市内33店舗で様々なメニューで食べられます。松鱗亭の松井氏が代表して「カオリ麺」の取
り組みを発表。松沢知事より「地域をあげての面白い取り組み」と高い評価を頂きました。進和学
園(サンメッセしんわ)では、更なる展開としてニシノカオリを使った「カオリパン」を開発中です!

OTODAMA FOREST STUDIO 2010 ～ 湘南国際村めぐりの森 ～

2010/10/26

２０１０年１０月１７日（日）、湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市）の広場に１万人近く
が集い、掲題コンサートが開催されました。小田和正、キマグレン、THE BOOM、スターダス
ト・レビュー、Chara with laidbook の出演者を迎え、大いに盛り上がりました。
本イベントの売上げの一部は、「めぐりの森」の森林再生活動に寄付され、進和学園栽培のポット
苗もご利用頂くことが決定しています。私達も、音霊OTODAMA様とNPO法人GoodDay様と連携
して、「いのちの森づくり」の展示やポット苗づくり体験ブースを設営、大勢の皆様と交流するこ
とが出来ました。音楽を通じて、環境や福祉との接点にも繋がる素晴らしい機会となりました。

OTODAMA FOREST STUDIO      

赤い羽根街頭募金に参加!

http://www.foreststudio.jp/top.html
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2010/10/05

2010年10月1日(金)より共同募金運動が始まりました。これまで、進和学園は、車両、備品の購入
や修繕整備事業等で共同募金には大変お世話になっています。恩恵を受けるだけではなく、積極的
に運動に協力しようと利用者ご本人代表、職員で毎年街頭募金に参加しています。
私達の呼びかけに大勢の方々がご協力下さいました。誠に有難うございました。大蔵平塚市長さ
ん、平塚市社会福祉協議会より小川会長さん、鈴木事務局長さんも駆け付けて下さいました。

第12回さわやか文化スポーツ大会 ～ひらつかアリーナ～

2010/09/28

2010年9月25日（土）「ひらつかアリーナ」にて第12回さわやか文化スポーツ大会が開催されま
した。前日までの台風による荒天も当日は清々しく晴れ渡り、アリーナと屋外に別れた11種目の競
技で、楽しくさわやかに汗を流しました。
また、文化部門では、陶芸や工芸品の展示、ともしびショップによる販売。そして茶道・生花が披
露され、今年も大勢の方に足を運んで頂きました。大会に携わったスポーツ指導者の方、家族会、
ボランティア、アリーナ関係者の方々、全ての皆様に感謝を申し上げます。有難うございました！



進和学園 - バックナンバー２０１０年度以前

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2008[2018/07/09 14:32:54]

「心の唄'10～共に生きる」コンサートに参加!

2010/09/20

2010年9月19日(日)新宿文化センター大ホールにおいて、木谷正道さん(NPO法人暮らしと耐震協
議会理事長)率いる心の唄バンドのコンサートが開催されました。進和学園からも器楽同好会のメ
ンバーを中心として多数参加し、後半では舞台に上り「故郷」を合唱しました。
会場ロビーでは女流棋士小川誠子六段による囲碁入門講座も開かれ、「サンメッセしんわ」で製作
している小碁盤セットを販売PRできました。音楽と小碁盤を通して沢山の方々と交流ができまし
た。

進和学園が「かながわ障害者雇用優良企業」認証を取得！

2010/09/16

神奈川県では、平成22年度から県内で障害者雇用に積極的に取り組む中小企業等を「かながわ障害
者雇用優良企業」として認証することとし、第１回認証企業１４法人を発表しました。光栄なこと
に、進和学園が同認証を取得、２０１０年９月１４日、松沢成文知事から出縄雅之理事長へ認定証
が授与されました。
進和学園に雇用されている障害者は、殆どの方が「ホンダ車部品組立」の仕事に従事しています。
今回の認証取得は、貴重な仕事を継続してご発注頂いているホンダ様のご支援により創出された
「雇用」が評価されたものであり、本田技研工業（株）様には深く感謝申し上げます。

神奈川県・記者発表資料 神奈川県・「かながわ障害者雇用優良企業」の紹介

秦野曽屋高校文化祭にて植樹＆交流イベント

http://www.pref.kanagawa.jp/press/1009/020/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/0614/syogai/ninsyou4.html
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2010/09/09

２０１０年９月４日、神奈川県立秦野曽屋高校の「秋輝祭」において、同校福祉委員会と進和学園
「どんぐりグループ」共催による校内植樹＆交流イベントが実施されました。５月のミニ植樹祭に
続いての企画で、同校の生徒、先生、ＰＴＡ、一般参加の皆様、進和学園・研進のメンバーが協力
して、約１５０本の苗木を植えました。
一汗かいた後のランチ・タイムは、生徒の皆さんの案内で賑やかな模擬店へ！皆様と触れ合いなが
ら楽しい一時を過ごしました。学園の自主生産品の販売も行い、環境・福祉・教育のコラボレーシ
ョンに相応しいイベントとなりました。

タウンニュース秦野版－2010.9.11－

第８１回都市対抗野球大会 ＨＯＮＤＡ（狭山市）チーム応援

2010/09/09

今年も進和学園と研進で応援団を結成し、連覇を願って熱い声援を送りました。
昨年、見事「優勝」に輝いたホンダ硬式野球部（狭山市）は、７年連続で都市対抗野球大会に出場
されました。初戦には、私達も約６０名の応援団を組み東京ドームへ赴き、打撃戦を制した試合を
堪能しました。２回戦は投手戦の様相でしたが、惜しくも敗退。それでも９回裏には粘り強く２点
を挙げ、逆転劇も期待出来る盛り上がりに一同大興奮の好試合でした。
連覇の難しさを痛感しましたが、日頃よりお世話になっているホンダの皆様とご一緒に一体感に包
まれながら、胸躍る感動を体験出来ますことを大変嬉しく思います。

～海渡る 友好の七夕飾り～

2010/09/07

http://www.townnews.co.jp/0610/2010/09/11/67880.html
http://www.townnews.co.jp/0610/2010/09/11/67880.html
http://www.townnews.co.jp/0610/2010/09/11/67880.html
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川崎市中原区のモトスミ・ブレーメン通り商店
街振興組合より、ドイツ・ブレーメン市に贈ら
れることとなった『進和学園』の七夕飾りが、
読売新聞の記事に掲載されました。８月３日に
船でドイツに向け出発。９月中旬には現地に届
く予定です。私達の七夕飾りが国際交流の役に
立つことを、とても嬉しく思います。

 

「はだのや」さんにて野菜類の販売順調です！（サンメッセしんわ農業班）

2010/10/27

創業100年の老舗の青果店「はだのや」さんの店内にて、進和学園の原木しいたけと野菜類の販売
が好評です。これまでも地場産の野菜にこだわり、市内の無農薬栽培の農家から仕入れた野菜を販
売されていました。毎日1,000人は来客されるという店内は、いつもにぎやか。地域住民の皆様は
もとより、飲食店業者の方も仕入れに来るというお店に、私達が育てた野菜を並べて下さり感激で
す。
これからも地産地消を目指して頑張りたいと思います。お近くにお出かけの際は、是非お立ち寄り
下さい。
「はだのや」：平塚市紅谷町12-22 ℡0463－21－1077

「はだのや」さんのご協力で「サンサンマルシェ」好評です!!

2010/10/27
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毎月第二日曜日に平塚駅南口カフェ&バル「motoRosso」の駐車場にて開催されている｢サンサン
マルシェ｣に進和学園の原木しいたけ、減農薬野菜、手作りパンを出品しています。
「サンサンマルシェ」では、地場産の野菜だけを販売したいという強い思いの中、学園で育てた
「原木しいたけ、野菜」を販売して頂いています。これからも、体と自然にやさしい減農薬野菜を
手掛けて参りますので、宜しくお願い致します。

「湘南産 減農薬野菜」ご利用に感謝！（しんわルネッサンス農業班）

進和学園「しんわルネッサンス」では、学園利用者の「就労の場」の拡充及び工賃確保のために、
作業種の多角化に注力しています。このたび、「農業班」の汗の結晶である減農薬野菜を、大勢の
皆様にご利用頂きました。
販売店舗の皆様をはじめ、ご支援者並びにお買い上げ頂きましたお客様に、厚くお礼申し上げま
す。
感謝の気持ちを込めて、以下に事例をご紹介します。（五十音順掲載）

■「しまむらストアー」様に進和学園コーナーが登場！

平塚市の大手スーパーチェーン「しまむらストアー」様の旭店、長持店の両店にて、進和学園のじ
ゃがいもとタマネギをお取り扱い頂きました！
見学に訪れた農業班のメンバーは、販売スペースに掲示されている自分達の写真と寄書を合わせた
大きなパネルを見て、大感激！今後の仕事の原動力となる喜びに包まれ、自信にも繋がりました！
（写真左：しまむらストアー旭店にて／写真右：同長持店にて）

■ホンダ様の社員食堂でご利用！

ホンダ開発（株）様のご協力により、「じゃが
いも」と「玉ねぎ」をホンダの社員の皆様の昼
食用としてご利用頂いています。
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「肉じゃが」や「野菜カレー」として調理頂
き、人気を博しているそうです。私達にとって
も大きな励みになっています。

 

■「グリーンマートコシヂ」様にて店頭販売！

「グリーンマートコシヂ」様（平塚市八重咲町）にて、進和学園・農業班が育てた「じゃがいも」
＆「玉ねぎ」を店頭販売して下さいました！
暑さ寒さに負けずに毎日作業に取り組んでいる皆の労力がここに実りました。平塚駅南口から徒歩
１０分、西口から徒歩５分のスーパー「グリーンマートコシヂ」に是非お立ち寄り下さい！

横浜ゴム（株）様との連携 ～ いのちの森づくり ～

＜横浜ゴム（株）平塚製造所における苗木贈呈式＞
・写真左：横浜ゴム（株）平塚製造所長の西田敏行様より目録拝受
・写真右：苗木贈呈式出席者による記念写真撮影
横浜ゴム（株）様と進和学園・研進は、このたび「苗木の提供に関する覚書」を締結しました。
「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトを推進中の同社では、社員の皆様が苗木作りを行い、国内
外事業所での植樹に加え、周辺地域への苗木提供活動を進めています。
今般、同社保有の苗木約５，３００本を進和学園に無償提供頂くこととなり、２０１０年８月１１
日、同社平塚製造所において贈呈式が開かれました。ご寄贈頂いた苗木は、進和学園の「いのちの
森づくり」プロジェクトに活用、学園の「どんぐりグループ」が栽培を引き継いで、植樹を行うこ
ととなります。
本取り組みは毎年継続されますが、同じ平塚市内の優良大企業である横浜ゴム（株）様との連携
は、大変光栄なことであり、私達にとりまして大きな励みになります。
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カナロコ：神奈川新聞－2010.8.11－                                     タウンニュース平塚版
－2010.8.12－

進和学園の七夕竹飾りがドイツへ！ ～ 七夕飾りで友情深め ～

私達が作った七夕竹飾りがドイツ・ブレーメン
市の商店街ロイドパサージュに寄贈されること
となりました。
ブレーメン市のロイドパサージュと友好提携関
係にある川崎市中原区のモトスミ・ブレーメン
商店街より、提携20周年の記念イベントを盛り
上げるため、進和学園の七夕飾りを使用したい
との嬉しいお話がありました。
日本とドイツの両商店街の《友情》の証とし
て、七夕飾りは9月に現地で開かれる記念イベ
ントで披露されます。

 
カナロコ：神奈川新聞 －2010.8.2－

 

HONDA埼玉製作所「真夏の祭典2010」に参加しました！

２０１０年７月１８日（日）、ホンダ埼玉製作
所様にて恒例の「真夏の祭典」が開催されまし
た。様々なイベントやコンサートが企画され、
大盛況の賑わいでした。
私達は、ホンダ様のご厚意により今年も模擬店
を出店！手作りパン・クッキー、陶芸、しいた
けの定番品の他、クラフト製品や農業班による
「減農薬ジャガイモ＆玉ねぎ」も販売させて頂
きました。今回は、お買上げの方全員にアイス
クリームサービスを実施し、売上げを大きく伸
ばすことが出来ました。
日頃よりお世話になっているホンダの皆様や同
じく出店されていた福祉施設の方々をはじめ、

大勢の方々と親しく交流しながら、真夏の祭典を大いに楽しみました。

 

第60回湘南ひらつか七夕まつり ～ 「準特選」受賞 ～

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008110043/
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008110043/
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008110043/
http://www.townnews.co.jp/0605/2010/08/12/63909.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2010/08/12/63909.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2010/08/12/63909.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2010/08/12/63909.html
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008020025/
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008020025/
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008020025/
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008020025/
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008020025/
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2010年7月1日(木)～4日(日)、「第60回湘南ひらつか七夕まつり」が開催されました。今年度、私
達は『みんなの笑顔』をテーマとして、大勢の人に笑顔になってもらいたいとの願いで竹飾りを製
作しました。今年もまた、私達の竹飾りは全市の部、全市夜景の部で共に『準特選』という、輝か
しい成績を修めることが出来ました。
ご協力頂きました進和会（進和学園利用者保護者会）、ボランティアの皆様、製作に携わって頂い
た全ての皆様に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

進和学園感謝デー「あじさいまつり」開催！

２０１０年６月１８（金）～２０日（日）、湘南平の「あじさい園」では、２００種・４,０００本
のあじさいが咲く中、学園感謝デー「あじさいまつり」を開催しました。
万田・高根地区では、大蔵市長さんはじめ地域・市民の皆様に、あじさいと、絵手紙教室、陶芸体
験、お茶席コーナーや各施設の活動を見て頂きました。万田太鼓愛好会の皆さんには、威勢の良い
お囃子で祭りを盛り上げて頂きました。
土沢地区でも様々なイベントを行いました。１８日(金)には本田技研工業㈱埼玉製作所様に進和学
園をご視察頂き、温かい激励のお言葉を頂戴しました。２０日(日)には陶芸体験、生花教室、積み
木で遊ぼう、ポット苗づくり体験、あじさいフェスタと多くのイベントを開催し、大勢の皆様に楽
しんで頂けたことと思います。
ご協力頂いた関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
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ワタミ感謝祭「ありがとうをつなぐ日」に参加！ ～「福祉」ディスカッション～

ワタミ（株）様が推進されている「ワタミの森づくり」に進和学園栽培の苗木をご利用頂いたこと
がご縁で、2010年6月19日（土）、同社主催の掲題イベント（両国国技館）に参加させて頂きまし
た。
同社の社会貢献活動紹介の一環として、「福祉」ブースでのディスカッションには研進（進和学園
就業支援団体）が加わり、現場からの問題意識を提言、また、進和学園の自主製品販売コーナーも
設置させて頂き、多くの皆様と交流する機会となりました。
幸運にも、会長の渡邉美樹様にもお目にかかることが出来ました。
（写真左：会長の渡邉美樹様と進和学園「どんぐりグループ」のメンバー）

本田技研・労働組合（ﾎﾝﾀﾞﾘﾋﾟｰﾄﾎｯﾄﾗｲﾝ）の皆様ご来訪

2010年6月14日（月）、本田技研・労働組合埼玉支部の35名の皆様をお迎えしました。これ程大
勢のホンダの皆様にご視察頂くのは初めてのことであり、私達にとりまして正に記念すべき日とな
りました。
昨年に続いて、ﾎﾝﾀﾞﾘﾋﾟｰﾄﾎｯﾄﾗｲﾝ様の活動の一環として、故障していた車椅子を修理改造して頂き
ました。「しんわルネッサンス」での昼食交流会の後、重度障がい及び高齢者が多い「進和あさひ
ホーム」において、車椅子の贈呈式を行いました。
ご多忙のところ、私達のために時間を割いてご来訪下さいました皆様に、心より感謝申し上げま
す。

サロンドクレール展見学 ～ 西田通弘様を訪問 ～

2010年6月8日（火）、東京銀座「伊東屋ギャ
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ラリー」で開催されたサロンドクレール展を見
学しました。同美術展には、本田技研工業
（株）元副社長の西田通弘様が絵画作品を出展
されています。
私達にとりましても、本イベントは毎年の楽し
みとなっていますが、今年も、西田様を囲んで
親しく歓談し有意義な一時を過ごすことが出来
ました。
西田様には、進和学園の顧問をお引き受け頂い

ており、大所高所からご指導を賜っています。

 

湘南ひらつか産「カオリ麺」になる小麦初収穫！

2010年6月10日（木）平塚市土屋の畑にて、湘南ひらつか産小麦「ニシノカオリ」の初収穫を行い
ました。当日は平塚市料理飲食業組合連合会の皆様と共に進和学園より13名が参加しました。この
小麦を製粉して平塚の地域振興をはかるB級グルメ「カオリ麺」がつくられます。平塚市料理飲食
業組合連合会さまとの連携において、5月より進和職業センターにて製粉作業を一手に請負ってお
ります。おいしい「カオリ麺」は平塚市内33店舗で食べられます。また家庭用に「JA湘南あさつ
ゆ広場」や「しまむらストアー」等で販売しているそうです。ぜひ！ご賞味ください。

心の唄in大磯 とびっきりレインボーズ特別出演!

2010年6月6日(日)木谷正道さんをリーダーとする心の唄バンドのコンサートが、聖ステパノ学園
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海の見えるホールで開催されました。200名定員のホールは超満員となり、木谷正道さんのやすら
ぎの唄声と語りに心が温かくなるコンサートでした。第2部では進和学園器楽同好会とびっきりレ
インボーズが特別出演して、18番のグループサウンズメドレー9曲を一気に演奏し好評を博しまし
た。フィナーレではバックのカーテンが開かれ、音楽とともに太平洋を見下ろす素晴らしい景色を
堪能しました。

YES,愛DO!音楽祭 とびっきりレインボーズ初出演!

2010年5月23日(日)、第15回YES,愛DO!音楽祭が、平塚市総合公園体育館で開催されました。進
和学園器楽同好会「とびっきりレインボーズ」がトップバッターとして登場し、初出演ながら堂々
と「懐かしのグループサウンズメドレー」を演奏し、会場を大いに沸かせました。
沢山の出演者とボランティアの皆さんとの交流を楽しみ、クライマックスは、米国海軍第7艦隊楽
団のビックバンドジャズに、2,500名を超える聴衆は一体となり、体育館は巨大なダンスホールと
なり盛り上がりました。このたびはYES愛DO!音楽祭実行委員会皆様はじめ、沢山のボランティア
皆様にお世話になり、ありがとうございました。

第61回全国植樹祭 ～ 進和学園の苗を多数ご利用頂きました！ ～

第61回全国植樹祭が地元神奈川県で開催され、私達にとって嬉しい植樹イベントが重なりました。
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昭和の日（4/29）には、「秦野市民一斉植樹大会（国立神奈川病院植樹祭）」、5月2日には湘南
国際村（全国植樹祭ｻﾃﾗｲﾄ会場）「めぐりの森植樹祭」が行われ、それぞれ３，０００本と５，０
００本の苗木が植樹されました。5月23日は、天皇皇后両陛下をお迎えして南足柄と秦野会場で記
念式典も挙行されました。
大変有難いことに、進和学園「いのちの森づくり」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにて育てている苗木も、合わせて３，
０００本をご利用頂き、大きな励みとなりました。
植栽場所（900本）を確保頂いた神奈川病院様、優先発注（2,500本）にご尽力頂いた神奈川県、
学園「いのちの森づくり」基金（500本）にご寄付頂いた（株）サン・ライフ様（平塚市）はじ
め、ご支援ご協力を頂いた皆様に心より感謝申し上げます。
 
タウンニュース平塚版 2010.5.20

秦野曽屋高校との交流始まる ～ 森づくりは人づくり ～

神奈川県立秦野曽屋高校では、授業に福祉やボランティアを取り入れ、全人的な教育を実践されて
います。研進より進和学園「いのちの森づくり」との連携を県教育委員会を通じてご相談したとこ
ろ、同校の田村校長先生にご賛同を頂き、ミニ植樹祭と交流会が実現しました。
2010年5月21日、私達が育てた苗木を、生徒さんと進和学園メンバー、諸先生方とＰＴＡの皆様も
ご一緒に力を合わせ校庭の花壇に植樹しました。苗木がすくすくと育つこと、そして、生徒さんや
進和学園メンバーの人間的な成長を祈りながら、今後とも交流を深めて参りたいと思います。

タウンニュース秦野版（2010.5.29）（当日の模様が紹介されています）

「あさつゆ広場」でサンメッセのパン販売スタート!!

http://www.townnews.co.jp/0605/2010/05/20/49721.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2010/05/20/49721.html
http://www.townnews.co.jp/0610/2010/05/29/51037.html
http://www.townnews.co.jp/0610/2010/05/29/51037.html
http://www.townnews.co.jp/0610/2010/05/29/51037.html
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このたびJA湘南さまのご協力を得て、JA湘南大型農産物直売所「あさつゆ広場」（県立「花菜ガー
デン」に隣接）にて、2010年4月より「サンメッセしんわ」のパン販売を始めました。水曜の定休
日以外は、土日も含めて焼き立てパンを毎日納品しています。
本格的な常設販売店として夢がふくらみます。おいしさと笑顔とバラエティー豊かなパンをお届け
致します。どれでも１ヶ120円(税込)です。ぜひ!お立ち寄り下さい。

JA湘南「あさつゆ広場」

ひらつか市民の花 なでしこ苗を植栽!

2010年4月13日(火)快晴のもと平塚市役所玄関前の花壇に、「市民の花なでしこ」を大藏市長さん
と共に500鉢植栽しました。苗は昨年秋より進和学園で種から育てた「かわらなでしこ」です。七
夕が始まる頃にはピンクの可憐な花々が市民を迎えてくれるでしょう。
進和学園では4月中旬より、なでしこ苗3,000鉢を緑化まつり(4/28・29平塚市総合公園)、地域公
民館や自治会館等で無料配布する予定です。

（株）サン・ライフ様のご寄付に感謝申し上げます！

（株）サン・ライフ様（本社：神奈川県平塚市）は、冠婚葬祭をはじめ福祉・文化関連事業を広く
展開されていますが、今般、進和学園の「いのちの森づくり」の趣旨にご賛同頂き、同プロジェク
ト「友の会」基金に１００万円のご寄付を賜りました。
学園利用者ご本人は勿論、ご家族、職員一同にとりまして、誠に心強く大きな励みになります。皆
様のご厚意に心より感謝申し上げます。
皆様のご支援ご期待にお応え出来るよう、一同で力を結集して励む所存です。寄付金は、植樹の苗
木費用等に充当して環境への貢献及び障害者ご本人の工賃に還元させて頂きます。

＊ホテルサンライフガーデンでの寄付目録贈呈式（2010年3月31日）

http://www.jakanagawa.gr.jp/shonan/05einou/asatsuyu.html
http://www.jakanagawa.gr.jp/shonan/05einou/asatsuyu.html
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写真左：（株）サン・ライフ社長の比企 武様より目録を拝受
写真右：同社幹部の皆様との記念写真

（株）サン・ライフ様：Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ

平塚市広報番組 ｢平塚の福祉教育の先駆者 秋山博先生｣

～ 進和学園が紹介されました ! ～

平塚市広報番組において、平塚の福祉教育の先駆者として、私立中郡盲人学校(現在の県立平塚盲
学校)を創設した秋山博先生の特集が組まれています。
秋山先生の福祉の精神を受け継いだ進和学園の取り組みが紹介されており、平塚盲学校の卒業生が
その思いを語っています。

全国社会就労センター協議会／本田技研工業（株）様はじめ協力企業を表彰！

全国社会福祉協議会・全国社会就労センター協
議会は、仕事の発注等を通じて障害者の就労支
援に協力した企業・団体を表彰しています。
今般、本田技研工業（株）購買本部様はじめ４
３の企業・団体が表彰対象に選ばれ、２０１０
年２月２５日、「ＴＯＣ有明」（東京都江東
区）において表彰式が開催され、感謝状が贈呈

されました。
本田技研工業（株）様は、自社グループにおける障害者雇用に加え、永年に亘り、進和学園利用者
に貴重な仕事を提供される等、福祉的就労分野においても著しい貢献をされた功績が評価されたも
のです。

 

★ 平塚ラスカ 「ウィークリースィーツ」 に出店 !! ★

http://www.sunlife.jp/ir/press/pdf/20100331.pdf
http://www.sunlife.jp/ir/press/pdf/20100331.pdf
http://www.sunlife.jp/ir/press/pdf/20100331.pdf
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平成22年2月17日(水)～2月23日(火)の1週間、「サンメッセしんわ」の製パン・クッキー部門が、
「平塚ラスカ」（地元デパート）の企画店舗「ウィークリースイーツ」に出店致しました。昨
年10月に続いて、本年度2回目の挑戦でした。
 3年前より出店し、累計では4度目です。 沢山のお客様にご来店いただきまして誠にありがとうご
ざいました。

「工房どんぐりすと」様のブログ：2月18日にご来店頂いた際のご感想などが、楽しく紹介されて
います。

障がい者による作品展示即売会開催!

2010年2月4日(木)から9日(火)の6日間、ひらつか市民プラザにて開催された｢障がい者による作品
展示即売会｣にサンメッセのパンをはじめ、陶芸作品・ドライフラワー・エコクラフト・椎茸・農
作物等の進和学園の各種自主製品を出品しました。
12月に行われた市役所ロビーでの販売に続き、地域作業所の皆さまとの協力により実現した展示即
売で、身近な事業所との交流もより深まりました。期間中、お買い上げいただいたたくさんのお客
様に感謝いたします。ありがとうございました。

本田技研工業㈱埼玉製作所 新春駅伝大会参加！！

http://ameblo.jp/dongurist/entry-10462355460.html#main
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２０１０年１月１０日、本田技研工業㈱様の埼玉製作所にて開催された新春駅伝大会に「しんわル
ネッサンス」より利用者ご本人と職員の２チームが初参加しました。成績は、１７９チーム中１７
０位と１７２位でしたが、全員が健闘し完走することができました。
ホンダの皆様をはじめ多くの方々との交流も含め、楽しく有意義な時間を過ごすことができまし
た。模擬店も出店させて頂き、パン、クッキー、農産物、工芸品等多くのお客様に喜んで頂きまし
た。

ホンダ様とのクリスマス交流会 ～今年もサンタさんがやってきた！～

2009年12月18日、本田技研工業（株）の皆様、そして元副社長で進和学園顧問の西田通弘様をお
迎えして恒例のクリスマス交流会を開催しました。ホンダの皆様によるクリスマスご慰問は、今回
で36回目となります。
今年もサンタクロースやトナカイに扮して大いに盛り上げて頂きました。6月に改築再スタートを
切った進和万田ホームもご視察頂き、利用者ご本人、職員、ご家族代表とも交流を深めて頂きまし
た。
年末のご多忙の中、ご遠方よりお越し下さり、温いご支援を賜りましたこと心より感謝申し上げま
す。１年を締め括り明年への希望に胸を膨らます素晴らしい交流会となりました。

～いのちの森づくり～日揮社会福祉財団様より助成賜りました！
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このたび、私達の「いのちの森づくり」プロジェクトに対して財団法人 日揮社会福祉財団様より植
樹用ポット苗の育成に欠かせない「土」と「ポット」の購入資金の一部を助成して頂きました。
日揮社会福祉財団様は、神奈川県における障害者及び高齢者等に対する社会福祉団体・ボランティ
ア組織への支援を実践されています。私達の取り組みへのご理解ご支援に、心より感謝申し上げま
す。
～「どんぐりハウス」に来訪された同財団常務理事の篠崎様と森田様と共に（2009.12.14）～

平塚市役所ロビーにて展示即売会開催！(12/8～11)

2009年12月8日(火)から11日(金)の4日間、恒例の湘南西地区地域作業所連絡会による展示即売会
に、今年も参加しました。
障害者週間に合わせて近隣の地域作業所の皆様と一緒に、平塚市役所１階ロビー(市民ホール)にて
各施設の紹介パネルの展示と、パン、しいたけ、野菜等の即売を行ないました。

「いのちの森づくり」プロジェクト ～ 神奈川県のご協力に感謝！ ～
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2009年12月7日（月）神奈川県土木事務所よりお世話いただき、国道129号線、134号線が交差す
る高浜台交差点付近の道路わきにある県の土地約350㎡に1812本の植樹を行いました。神奈川県土
木事務所からの場所の提供を受けたのは北豊田に続いて2箇所目です。
神奈川県土木事務所職員、進友クラブ、研進、どんぐりグループ、また、赤井かずのり県会議員も
多忙の中駆けつけていただき、総勢40名を越す大人数で植樹を楽しみました。植樹に使用したポッ
ト苗代はいのちの森づくり基金より充当し、利用者の工賃となります。

赤井かずのりアクションレポート
(赤井県議会議員の活動報告に当日の様子が紹介されています）

ＨＯＮＤＡ埼玉製作所「クリスマス・フェスティバル２００９」に参加しました！

本田技研工業㈱埼玉製作所で行われたクリスマスフェスティバル2009に参加、出店しました。製
パンやクッキー、パウンドケーキ、エコクラフト、乾燥しいたけなどを販売させて頂きました。製
パン、クッキー、パウンドケーキはとても好評で完売することができました。
また抽選くじやゲームコーナー、ステージショーなど様々なイベントにも参加してきました。とて
も有意義な一日となりました。

第25回全国日中活動支援部会 職員研修会 12月3日～4日

第一分科会 「あこがれの結婚生活」 近藤進一・るみ夫妻発表

http://blogs.yahoo.co.jp/m_akai345/58874341.html
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神奈川県の新横浜で開催されました。全国から約600名の参加者が集まり、進和学園からも多くの
職員が参加しました。2日目の第一分科会ではしんわルネッサンスを利用している近藤進一・るみ
夫妻が結婚に至るまで険しい道のりと結婚後のアパートでの自立生活について発表しました。ご本
人による発表は今大会では他にはなく、とても堂々としたものでした。

ホンダ様の青山本社ビルを見学しました！（2009.11.16）

本田技研工業様の青山本社ビルを、総勢２５名で見学しました。
ホンダ開発（株）の皆様には、進和学園の手作りクッキーや陶器類の品質管理及び販売促進に関し
てご指導を頂く等、大変お世話になっていますが、この日も特段のご高配を賜りました。
また、本田技研工業・総務部社会活動推進室様のご案内で、ホンダ車の展示やアシモ君のデモンス
トレーションも見学することが出来ました。
一同大満足の楽しく充実したイベントとなりました。

海外よりお客様 ～ ＪＩＣＡ研修「いのちの森づくり」ご視察 ～
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ＪＩＣＡ（国際協力機構）の研修（アジア・アフリカの荒廃地の植生回復）の一環として、２００
９年１１月１３日、アジア・アフリカ７ヶ国から１２名の研修生の皆様が、私達の「いのちの森づ
くり」プロジェクトをご視察されました。
ＪＩＣＡの委託を受けた国際生態学センターのスタッフの皆様もご一緒に、進和学園施設内の植樹
活動の状況及び植樹用「苗」の栽培現場をご視察頂きました。昨年に続いて、本研修のプログラム
に進和学園の活動視察を盛り込んで頂きましたことは、誠に光栄なことであり私達にとって大きな
励みになりました。
神奈川新聞（2009.11.14）とタウンニュース（2009.11.19）に、当日の紹介記事が掲載されまし
た。
 
カナロコ／神奈川新聞

タウンニュース平塚版

「いのちの森づくり」プロジェクト ～ 「環境」と「福祉」／神奈川県との連携 ～

私達が取り組んでいる「いのちの森づくり」プロジェクトにおいて、神奈川県のご協力により新た
な成果を挙げることが出来ました。私達にとって、大きな喜びであり励みにもなりました。県スタ
ッフ並びに関係の皆様のご理解ご支援に感謝申し上げます。
■神奈川県「成長の森事業」～赤ちゃんと共に育む森づくり～

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/0911130022/
http://www.townnews.co.jp/0605/2009/11/19/37275.html
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赤ちゃんの誕生を機に寄付金を募り植樹を行う県の事業です。足柄上郡「やどりき水源内」の植栽
地に赤ちゃんの名前を刻んだプレートを設置し、子供の成長を願って木を植える森づくりが行われ
ています。
今年度の植樹の一部に、進和学園で栽培した広葉樹の苗木をご発注頂きました。
神奈川県「成長の森事業」

■県管理施設の植樹（進和学園「いのちの森づくり基金」活用）
神奈川県平塚土木事務所様のご協力により、進和学園の保有余剰苗の植栽場所を確保頂きました。
平塚市北豊田の防災備蓄基地の周囲に、生垣用として学園栽培のネズミモチをご利用頂きました。
11月4日には土木事務所の皆様、学園利用者・ご家族・職員他が集い、植樹祭が行われました。苗
木の代金は、学園「いのちの森づくり基金」より充当し、メンバーの工賃に還元させて頂くことと
なりました。

神奈川県記者発表資料

第5回 大山登山 10/17（土）

本人44名、職員29名、進和会4名、こぐま会・茅ヶ崎山岳会・たきび会13名の総勢90名が参加し
ました。
当日は曇り空で山頂からの景色は見られませんでしたが、皆達成感を味わうことができました。ボ
ランティアの皆様と交流を深めながら、楽しく登山することが出来ました。

☆平塚ラスカ ウィークリースイーツ出店！

たくさんのお買上げありがとうございました!

昨年6月に出店し、大好評をいただいた平塚ラスカのウィークリースイーツに平

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/05/1644/seicho-no-mori/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/syonanac/kisya/091026hirado.html
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成21年10月7日(水)～10月13日(火)の1週間、今回で3度目の出店をいたしました。今回もたくさ
んのお客様に喜んでいただき手ごたえを感じました。今後とも笑顔でがんばりますのでよろしくお
願いいたします。また、よろしければ、ぜひ!サンメッセまでお越し下さい。平日の10時～12時頃
であれば焼きたてのパンがお待ちしております。(サンメッセは湘南平の中腹のバス停「湘南平富
士見」前の進和やましろホーム門を入って50ﾒｰﾄﾙ進んで左側です。駐車場あります。)

第11回 さわやか文化スポーツ大会

9月26日(土) ひらつかアリーナにて、第11回さわやか文化スポーツ大会を行いました。ご本人、ご
家族、ボランティア、職員の総勢740名が一堂に会し、楽しく爽やかな汗を流しました。
また、文化部門では生花や茶道・絵画の同好会や、陶芸品・工芸品などの自主生産製品の展示も併
せて行いました。
大会の開催にあたり、ひらつかアリーナのスタッフの皆様、ボランティアの皆様に、深く感謝の意
を申し上げます。
ありがとうございました。

第80回都市対抗野球大会応援～ホンダ（狭山市）優勝～
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日頃お世話になっているホンダ様の埼玉・鈴鹿・熊本製作所より今年は３チームが出場しました。
進和学園と研進で応援団を結成し、優勝を願って熱い声援を送りました。
決勝戦は埼玉製作所がトヨタ自動車と対戦、応援に一段と熱が入り、優勝を一緒に喜び合うことが
出来ました。ホンダの選手の皆さんの気迫のこもったプレーを見て、私たちもより一層仕事をがん
ばろうという気持ちになりました。

HONDA「真夏の祭典2009～埼玉製作所45周年記念～」に参加しました！

２００９年７月１９日（日）、ホンダ埼玉製作所様「真夏の祭典２００９」が開催されました。同
製作所４５周年に当たることから、様々なイベントやコンサートが企画され、大盛況の賑わいでし
た。研進＆進和学園も、昨年に続いて模擬店を出店！手作りクッキー、陶芸、しいたけの定番品の
他、クラフト新製品や新設農業班による「低農薬ジャガイモ」も販売させて頂きました。
ホンダの皆様や同じく出店されていた福祉施設の方々をはじめ、大勢の方々と親しく交流しなが
ら、真夏の祭典を大いに楽しみました。

進和万田ホーム竣工感謝式行われる

２１年７月１１日（土）に、完成した進和万田ホーム（及びビーライトしんわ）の「竣工感謝式」
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が行われました。２００名以上の方がご参集下さり、地域自治会長や平塚市長を始め多くの方々の
ご祝辞をいただきました。お集まりいただいた皆さんに深く御礼申し上げます。
新たな環境のもと進和万田ホームでは、生活介護事業（定員６０名）及び短期入所事業（定員８
名）に取り組み、ビーライトしんわでは、居宅介護・行動援護事業や地域生活支援事業（移動支
援・日中一時支援・平塚市タイムケア）に取り組んでいきます。障害児者のみなさんの地域での生
活を支えるために力を尽くして参ります。

2009 湘南ひらつか七夕まつり

7月2日(木)～7月5日(日) 第59回湘南ひらつか七夕まつりが開催されました。「ふれあいの和・
輪・WA！～進和学園50年の歩み～」のテーマの下、学園全体が一つとなり製作した竹飾りは、全
市夜景の部で『特選』、全市の部で『準特選』という輝かしい成績を残すことができました。ご協
力いただきました進和会、ボランティアの皆様、製作に携わっていただいた全ての皆様に深く感謝
申し上げます。ありがとうございました。

2009進和学園感謝デー（万田地区）

６月１２（金）～１４日（日）、２００種・
４,０００本のあじさいの咲く中、あじさいまつ
り・学園感謝デーを開催しました。万田・高根
地区では、市長さんはじめ多くの地域・市民の
みなさまに、あじさいと、絵手紙教室、陶芸体
験、お茶席コーナー、施設見学等学園の活動を
見ていただくことができました。万田太鼓愛好
会の皆さんには、威勢の良いお囃子でまつりを
盛り上げていただきました。地域・市民のみな
さま、ボランティアのみなさまのおかげで、今
年も盛況のうちに終了することができました。
本当にありがとうございました。

 

2009進和学園感謝デー（土沢地区）
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土沢地区でも6月12(金)～14日(日)さまざまなイベントを行いました。6月12日(金)には本田技研
工業㈱埼玉製作所様に進和学園をご視察いただき、あたたかい激励のお言葉をいただきまし
た。6月13日(土)には陶芸体験、生花教室、積み木で遊ぼう、ポット苗づくり体験、あじさいフェ
スタと多くのイベントを開催。最終日の6月14日(日)には湘南ベルマーレ様のご協力のもとこども
サッカー教室を開催、わが湘南FOCSチームが地域の約70名のこどもたちといっしょに汗を流しま
した。
ご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝いたします。ありがとうございました。

進和万田ホーム植樹祭・いのちの森づくり テレビで生放送されました!！

2009年6月7日、新しく建て替えられた更生施設「進和万田ホーム」の植樹祭が行われました。今
回も、宮脇昭先生（横浜国立大学名誉教授）にご指導を頂き、地域の皆様やボランティアの方々と
力を合わせ、52種類・3,440本の苗木を植えました。その内、約2,200本は、学園の「どんぐりハ
ウス」で愛情を込めて育てた苗木で、建て替え以前からこの敷地内にあったスダジイの古木から採
集した「どんぐり」の苗も含まれています。
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当日は、日本テレビ（４チャンネル）の特別番組「Touch！ eco 2009 いま、私達にできるこ
と」で生放送され、村尾信尚さん、小林麻央さんも参加して下さり、華やいだ雰囲気の中で、大い
に盛り上がりました。番組では、事前に小林麻央さんが学園「どんぐりハウス」に来訪され、私達
とご一緒に「どんぐり」のポット苗づくりを経験して頂いた時の模様も紹介されました。

進和学園「いのちの森づくり」 

sundyayanoさんのブログ：森好き＊旅好き＊ランダムノート

ホンダリピートホットライン様 社会貢献活動・改造車椅子贈呈式

本田技研労働組合 埼玉支部様では、故障した車椅子を修理改造して老人ホームや福祉施設にプレゼ
ントを行う「ホンダリピートホットライン」という活動をされています。
進和学園でも２台の車椅子が故障して使えなくなっていましたが、このたび、同支部の皆様のご厚
意に甘えさせて頂きました。車のシートのような座り心地、リクライニングや可変式ヘッドレス
ト、ピカピカに輝くフレーム、これがあの古びた車椅子であったとは信じられない素晴らしい出来
栄えです！
２００９年５月２９日、進和あさひホームでの贈呈式では、「私も座りたい！」と歓喜の渦が広が
りました。

湘南国際村植樹祭・第1回レナフォ植樹祭に参加！

ゴールデンウイークは、私達にとって嬉しい
「植樹祭」が続きます。5月6日には、来年実施
予定の全国植樹祭のプレ植樹祭が湘南国際村で
ありました。このイベントは、レナフォ
（NPO法人国際ふるさとの森づくり協会）様の
記念すべき第１回植樹祭でもあり、私達も参加
させて頂きました。
時々の小雨模様にも拘わらず（苗木にとっては
最高のコンディションですが）大勢の皆さんが

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/inochi_no_morizukuri
http://sundyayano.spaces.live.com/blog/cns!6C4E895F581E8B52!5203.entry


進和学園 - バックナンバー２０１０年度以前

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2008[2018/07/09 14:32:54]

集まって、力を合わせて約３，０００本の植樹
を行いました。レナフォ様のご厚意により、進
和学園育ちの苗木も約８００本をご利用頂き、私達にとっては、二重の喜びとなりました。
写真上：松沢県知事さんを囲んで
写真下：レナフォ高野理事長さん（前列左）と共に

 

第36回平塚市緑化まつりに参加 環境緑化をアピール!!

2009年4月27日～29日平塚市緑化まつりが平塚市総合公園で開催されました。例年通り進和学園
の自主生産品(陶器類・竹炭・有機肥料・椎茸等)に加え、今年は進和学園と㈱研進で取り組んでい
る「いのちの森づくり」プロジェクトのポット苗から中低木類を販売し、環境緑化のＰＲも出来ま
した。
また毎年恒例の平塚市民の花「なでしこ」無料配布もたいへん好評で、来場された皆様に2,000鉢
をお配りしました。

「千年の杜・いのちの森づくり植樹祭」に参加!
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2009年4月29日秦野市落合の国立神奈川病院で開催され、宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)の植
樹指導のもとに市民やボランティア約1,000人が参加。進和学園・㈱研進からも32人が参加しまし
た。特に、出雲大社相模分祠の草山宮司様、毎日新聞社様のご協力をいただき、当日植樹し
た8,000本の苗木の内約1,600本は、進和学園で育てたポット苗をご購入いただきました。また、
学園で作ったパン・クッキーを現地にて販売させていただきました。
ご配慮に感謝いたします。今後とも「いのちの森づくり」を共に進めて参りたいと思います。
写真左下：植樹祭に参加された大関・日馬富士関（後列中）と
写真右下：植樹を指導された宮脇昭先生と

平塚市民の花「なでしこ」を咲かせましょう!!
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2009年4月14日平塚市役所玄関前の花壇にて、大蔵市長さんと共に進和学園で育てたなでしこ苗
を500本植栽しました。夏から秋にかけて可憐なピンク色の美しい花々が来庁する市民を迎えてく
れるでしょう!

■なでしこ小学校の皆さんと植栽（写真右）
2009年4月9日平塚市立なでしこ小学校の花壇に子どもたちと一緒に、進和学園で育てたなでしこ
苗1,500本を植栽しました。なでしこの花が満開になる頃が楽しみ!と子どもたちみんなの笑顔が印
象的でした。

「囲碁のまち ひらつか」を盛り上げよう!!

進和学園「サンメッセしんわ」では、NPO法人暮らしと耐震協議会(木谷正道理事長)の協力のも
と、建築廃材を無償提供していただき小碁盤を製作販売しています。暮らしと耐震協議会は、平
成20年度ひらつか市民活動ファンドを活用して、平塚市内小・中学校43校、放課後児童クラブ(学
童)、子どもの家等へ小碁盤205セットを贈呈しました。今後とも「囲碁のまち ひらつか」の充実
に連携してまいります。

「Partners２００９」誌に（株）研進の事例が紹介されました！

「Partners 2009」は、厚生労働省委託事業として、東京コロニー殿が発行した、障害者の在宅就
業を支援するためのガイドブックです。福祉施設と企業との連携事例として、進和学園の関連会社
（株）研進の取り組みが紹介されています。
障害者の「就業の場」が主に自宅とされていた「在宅就業障害者支援制度」の規定が、一定の条件
をクリアした授産施設にも拡大されたことに伴い、２００８年度、研進は神奈川県で登録第１号の
支援団体に認定されました。
その結果、永年に亘り貴重な「仕事」をご提供頂いているホンダ様をはじめ、学園ご利用の障害者
の方々に「仕事」をご発注頂ける企業様に、国から助成金が支給される道が拓けました。
本制度が企業への発注奨励策として活用されることによって、障害をお持ちの方々の自立支援に繋
がることが期待されます。

（「Partners 2009」誌 → 右下のDOWNLOADボタンより閲覧出来ます）

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/20100910110753.pdf
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お花見販売始めました！

湘南平の桜がほころび始めたので、学園の門の前にワゴンを出してパンやクッキー、しいたけ等を
販売しています。
上万田バス停から歩いて登ると、学園に続く直線道路はとても素敵な桜のトンネルになります。今
はまだ３分咲きといったところですが、春の陽気に誘われて間もなく満開を迎えるでしょう。ちょ
っとひと休みして覗いて行きませんか？
終点の湘南平バス停のそばにはともしびショップもあってコーヒーが飲めますよ♪

本田技研工業（株）吉見専務様にご視察頂きました！

３月１１日、本田技研工業の専務取締役・吉見幹雄様に、研進及び進和学園の活動をご視察頂きま
した。
福祉工場・授産施設に加えて更生施設においても、障害者ご本人・職員と親しく交流頂き、温かい
激励のお言葉を賜りました。
障害者自立支援法下の就労・所得対策の課題を中心に、意見交換もさせて頂き大変有意義な機会と
なり、私達にとって忘れ得ぬ日となりました。

（写真：本田技研工業・吉見専務様を囲んで）

平塚 中村屋さんにてクッキー販売開始!!
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この度、平塚中村屋さんのご主人山田さまのご好意により、湘南スターモール・中村屋さんの店内
にてクッキーを販売させていただくことになりました。市内中心商店街にある老舗商店での常設販
売の展開に夢が膨らみます。お近くにお出かけの際はぜひお立ち寄り下さい。

旭南公民館まつり開催!!

2月28日(土)、3月1日(日)の二日間、旭南公民
館まつりに今年も参加させていただきます。当
日は、写真の作品展示とパン、クッキー、陶
芸、しいたけ、ドライフラワー、紙すき製品、
エコクラフト、有機肥料、竹炭製品等の進和学
園の各種自主製品を即売させていただきます。
ぜひお出かけください。 

なお、当日は土屋公民館まつりに出店。翌週の3/7、8は吉沢公民館まつりに出店させていただきま
す。こちらも合わせてご来場ください。

平塚市広報番組「HIRATSUKAヒトビトMAP」にて出縄明理事長が紹介されました!!

このたび平塚市広報番組「HIRATSUKAヒトビ
トMAP」に、進和学園50周年をテーマに出縄明
理事長が紹介されました。「本人中心」の理念
のもとに生活支援、就労支援、本人自治会活動
等に取り組んでいる映像が、7分の中に凝縮さ
れて、生き生きと紹介されています。平塚市の
ウェブサイトでご覧いただけます。下記のリン
クからどうぞ!!
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元気印のお母ちゃん!!宇津崎光代さん来訪!!

クリスマス交流会／ホンダの皆様と共に楽しく開催！！

２００８年１２月１９日、待ちに待ったホンダさんとのクリスマス交流会です。本田技研工業
（株）購買本部、各製作所の皆様、そして元副社長の西田通弘様をお迎えして、今年も楽しい感動
のイベントを開催することが出来ました。
ホンダの皆様には、サンタクロースやトナカイに扮装してクリスマス・ソングの合唱をリード頂
き、有難い激励のお言葉を頂戴しました。
「しんわルネッサンス」、「サンメッセしんわ」、「原木しいたけ栽培」等の私達の作業をご視察
頂くと共に、「進和あさひホーム」では、学園の活動報告（スライド上映）に器楽同好会の演奏を
交えて、ホンダの皆様と親しく交流、学園利用者・ご家族・職員一同にとって、この上もない素晴
らしいクリスマス会となりました。

平成２０年度「障害者週間」行事／障害のある人がつくる「商品展」

内閣府主催の掲題「商品展」が、２００８年１２月３～８日、東京芸術劇場展示室（東京池袋）に
おいて開催されました。 

http://ameblo.jp/mrsliving-m/page-1.html#main
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研進・進和学園における「ホンダ車部品組立加工」も出展をご推挙賜り参加させて頂きました。こ
のような有意義なイベントへの参加は、誠に光栄なことであり、永年に亘り貴重な仕事をご発注頂
いている本田技研工業株式会社様をはじめ、多くの皆様の温かいご支援ご指導の賜と心より感謝申
し上げます。
 

内閣府主催「障害者週間」行事

ＪＩＣＡ研修／アジア・アフリカ８ヶ国より「いのちの森づくり」ご視察

ＪＩＣＡ（国際協力機構）の研修（Rehabilitation of Degrated Lands in Asia and Afrika／アジ
ア・アフリカの荒廃地の植生回復）の一環として、２００８年１１月１４日、８ヶ国から１２名の
研修生の皆様が、私達の「いのちの森づくり」プロジェクトをご視察されました。
同研修をコーディネートされている国際生態学センターのスタッフの皆様もご一緒に、「しんわル
ネッサンス」における宮脇方式による植樹後２年半の森の状況及び「どんぐりハウス」における
「苗」の栽培現場をご視察頂きました。このような機会に恵まれましたことは、大変光栄なことで
あり大きな励みになりました。
国際交流にも繋がり、プロジェクトに掲げている「進和学園から世界へ」というスローガンに相応
しいイベントでした。

湘南ひらつか囲碁まつり! 小碁盤セット大好評!

1000面打ち大会・初の「囲碁サミット2008」開催される!

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/h20shukan/jyokyo/tokyo.html#4）
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10月12日(日)平塚市紅谷町パールロードを会場に、毎年恒例の「湘南ひらつか囲碁まつり」が盛
大に開催されました。1000面打ち大会には、超一流のプロ棋士約80人と対戦できることから、全
国から沢山の囲碁ファンが参加しています。進和学園・山晃央園(地域作業所)・おおやまみち(地域
作業所)で作製している小碁盤セットをPRする絶好の機会となり、建築廃材の再利用でつくる六路
盤・九路盤は入門用やおみやげにとたいへん好評でした。

囲碁サミット

10月11日(土)平塚市中央公民館で全国初の
「囲碁サミット2008」が開催されました。
秋田県大仙市、長野県大町市、埼玉県北本
市、山梨県北杜市、京都府綾部市、広島県尾
道市、宮崎県日向市、神奈川県平塚市、以上
の全国で囲碁文化の振興に取り組む8つの自
治体の首長さんが集まりました。シンポジウ
ムでは各自治体の積極的な取り組みの発表が
あり、地域の連携、人づくり、脳の活性化等
興味深い話で満員の会場は盛り上がりました。シンポジウムの後、8自治体の首長さんの集まる控
え室にて、大蔵平塚市長、大竹英雄名誉碁聖のはからいで、木谷正道さん(NPO法人暮らしと耐震
協議会理事長)と進和学園の小碁盤づくりの紹介をしていただき、防災・環境・福祉・文化にかか
わる平塚らしい取り組みを説明いたしました。

赤い羽根共同募金はじまる!!

10月1日(水)平塚駅前にて赤い羽根の街頭募金
に参加しました。「できるときに、できること
を!」を標語に毎年、進和学園利用者ご本人代
表、職員で参加しています。元気に呼びかける
みんなの笑顔に、たくさんの方が協力してくだ
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さいました。大蔵平塚市長さんも応援にかけつ
けてくださいました。

 

「馬入ふれあいフェスタ2008」に参加しました！

2008年9月7日(日)ひらつか馬入ふれあい公園にて「馬入ふれあいフェスタ2008」が(社)日本青年
会議所の主催で盛大に開催されました。
進和学園は、NPO法人平塚・暮らしと耐震協議会と共に参加。「囲碁のまち平塚 みんなで作ろう
小碁盤!!」をテーマに耐震補強工事の推進と、その耐震工事の廃材を再利用する小碁盤作りをPRし
ました。松沢県知事さんにもご視察いただき、防災と福祉と文化の新しい連携について説明できま
した。たくさんのアトラクションの中で木谷正道さんの心の唄コーナーもあり、ふれあいの一日と
なりました。

第７９回都市対抗野球大会 ホンダ・チーム応援

ＨＯＮＤＡ公式野球部（狭山市）が出場された
都市対抗野球大会応援のため東京ドームへ繰り
出しました。第１回戦には進和学園・研進で６
０名の応援団を編成し、奇跡的な大逆転勝利に
酔い痴れました。（第１回戦応援の模様は、関
連会社「研進」のＨＰに掲載）
９月７日（日）第３回戦（準々決勝）に勝ち進
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み、私達も１３名（写真）の代表が応援。ホン
ダの皆様との一体感に包まれながら精一杯声援し、この試合も９回裏さよなら勝ちを収め、見事に
ベスト４進出を果たしました。休日のデー・ゲームのため、念願叶って初めて応援に参加できたメ
ンバーもおり、忘れ難い素晴らしいイベントとなりました。

心の唄'08 木谷正道さんコンサートに参加!!新宿文化センター大ホール

8月30日(土)新宿文化センター大ホールにて「心の唄'08」が開催されました。木谷正道さんには、
日頃より防災、小碁盤づくり、音楽ボランティアでお世話になっております。当日は、進和学園か
らも小碁盤セット販売と器楽同好会メンバーのステージ応援で20名が参加しました。温かい心のこ
もった木谷さんの歌声とゲストのトークや映像を800名のお客様が楽しんでいました。殺伐とした
世の中を、人と人とのつながりで立て直していきたいという熱いメッセージが伝わりました。バン
ドメンバーは創作手話唄の竹DSさん、ヴォイスパーカッションの丸山さん、加えてバックバンド
の応援に、進和学園器楽同好会とびっきりレインボーズのベースギター担当出縄職員が参加しまし
た。ロビーでの小碁盤セツト販売もたいへん好評で53セットを売り上げ、たくさんの皆さまと交流
できましたことに感謝いたします。

ホンダ鈴鹿製作所様を見学しました！
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２００８年８月８日（金）、研進と進和学園の総勢１２４名は、本田技研工業・鈴鹿製作所様を訪
問し見学させて頂きました。団体での見学は、１６年振りで感慨もひとしおです。
ダイナミックな工場の溶接、組立の工程を中心にホンダ車（フィット）が次々と生産されて行く様
子を目の当たりにして一同大感激！私達が日頃手掛けている部品を組み付ける作業も確認すること
が出来ました。ホンダさんとの一体感に包まれ、「働き甲斐」にも繋がる絶好の機会となりまし
た。
この日の感動と感激を胸に刻んで、これからも皆で力を合わせ良い仕事をして参りたいと思いま
す。
素晴らしい機会をご提供頂いた鈴鹿製作所様はじめホンダ各部門の皆様、どうも有難うございまし
た。

ホンダ埼玉製作所様「真夏の祭典２００８」を楽しみました！

２００８年７月２６日（土）、本田技研・埼玉製作所様にて開催された「真夏の祭典２００８」に
参加しました。
広い工場構内は、お化け屋敷・ゴーカート・３Ｄ魚っチング・ミニＳＬ・お御輿・よさこい行列
等、趣向を凝らした楽しいイベント会場に変身！模擬店もズラリと並んでお祭りムード一杯です。
研進＆進和学園も出店の上、手作りクッキー、乾燥しいたけ、陶芸品等の自主製品を販売させて頂
きました。
陽も西に傾くと、特設ステージでは、クライマックスのＢＩＧサマーライブコンサートの幕開けで
す。
ホンダの皆様はじめ、大勢の方々と交流しながら、真夏の祭典を大いに楽しみました。ホンダ埼玉
製作所の皆様、どうも有難うございました。

松沢成文 神奈川県知事 を訪問！

～（株）研進「在宅就業支援団体」登録をご報告 ～
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関連会社（株）研進は、２００８年４月に神奈
川県で初めて「在宅就業支援団体」として厚生
労働省に登録されました。５月１９日、研進と
学園の代表は、松沢成文知事を訪問し、その旨
ご報告申し上げました。その際の知事との対談
内容をご紹介します。
福祉施設の窓口会社という形態では、全国で実
質登録第１号であることから、知事より「神奈
川力（神奈川から日本を変える）」に相応しい
モデルケースとの有難いご評価を賜りました。
企業への発注奨励策である本制度を活用するこ
とにより「福祉的就労」に身を寄せる障害者の
方々の所得向上が期待されること、進和学園の

場合も種々の授産科目に取り組んでいますが、その一環である「いのちの森づくり」プロジェクト
へも展開が可能なことから、話題は県が進めている「森づくり」にも及びました。

（知事との対談内容→右下のDOWNLOADボタンより閲覧できます）

生ごみリサイクルに取り組んでいます！

給食から出る生ごみを有効に利用し、同時に利用者ご本人の新たな作業として創出することを目的
に、生ごみリサイクルに取り組んでいます。平成18年2月にさまざまな生ごみ処理機を比較検討し
た結果、取り出したものをそのまま有機肥料として使用できる(株)山武のバイオ式生ごみ処理機に
決定しました。共同募金の応援のもと購入し、しんわやえくぼに設置しました。平成19年1月、神
奈川県より特殊肥料生産業者として承認され、肥料販売業務の許可を受けました。現在「しんわエ
コバクター」として売出し中です。（１kg ２００円）肥料の取り出しは３ヶ月に一度ですので、
在庫状況等のお問い合わせは「しんわやえくぼ」まで。

山武グループPR誌 azbil 2007．2月号に掲載されました。

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/20101011115305.pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/yaekubo
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写真左上：木谷さんの進和学園囲碁入門講座（2007.3.24）
写真右上：防災フォーラムで取組みを発表（2007.2.3）
写真左下：FM湘南ナパサに生出演・小碁盤をPR！（2007.5.7）
写真右下：ひらつか囲碁まつりにて／木谷さん囲碁入門講座のゲストパーソナリティ 山田美智子さ
んに梅沢由香里女流棋 聖が登場（2007.10.14）

囲碁のまち・平塚で小碁盤を作っています

進和学園では、囲碁の小碁盤づくりを行っています。この小碁盤セットは、文化・防災・環境・福
祉の連携により生まれました。木谷正道さん（木谷さんのお父様は、現代囲碁界の父と呼ばれてい
る故 木谷實九段です）とのご縁から始まり、平塚・暮らしと耐震協議会の工務店さんが、耐震補強
工事を行う過程で発生する建築端材を活用して６路盤を試作し、平成19年2月3日の学園での囲碁
入門講座で使用しました。その後、小碁盤の製作販売を授産事業として行うことを提案され、規格
サイズに成形した端材の提供と、利用者が簡単に出来るように治具も作製して下さいました。
3月24日の「みんなで防災フォーラム」（ひらつか市民活動センター）で販売させていただいたの
を皮切りに、8月4日の木谷さんのコンサートでの販売、FM湘南ナパサや日刊スポーツ、リビング
湘南でも紹介され、様々な反響を呼んでいます。 碁盤は６路盤と９路盤の２面になっており、木谷
さん解説の「簡単囲碁ルール」と耐震補強パンフレット付きで1,300円にて販売中です。

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/20100301144321.pdf
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平塚市民の花なでしこの苗最盛期！

毎年真冬に種をまいて大切に育てているなでしこの苗が今年も大きく育ちました。4月15日(火)平
塚市役所前の花壇に500本のなでしこ苗を植えました。当日は学園利用者本人・ボランティア・職
員と、大蔵律子市長をはじめ、椎野障がい福祉課長、みどり公園・水辺課の職員の皆さんと一緒に
なでしこ苗の植栽を行いました。七夕の頃にはたくさんの花が咲きますのでぜひご覧ください。
また、4月27日～29日の３日間、平塚市総合公園で行われた第35回平塚市緑化まつりの会場で、各
種自主生産品の販売とあわせて、毎年恒例のなでしこポット苗の無料配布を行いました。配布を始
めると同時にたくさんのお客様に受け取っていただき、｢毎年楽しみにしてるのよ。｣等のあたたか
いお言葉をたくさんいただきました

器楽同好会「とびっきりレインボーズ」活動報告

グループサウンズメドレー 毎年恒例のステージ！
を熱唱

進和学園の音楽の好きな仲間が集まり、器楽同好会「とびっきりレインボーズ」を平成元年に結成
しました。メンバーは利用者ご本人、職員の20名程です。なつかしのグループサウンズを中心にみ
んなの好きな歌を楽しく演奏しております。今年は、10月27日（土）神奈川県立平塚盲学校文化
祭に出演（写真左）。11月11日（日）地域の行事である旭南地区社会福祉協議会ふれあい広場に
参加しました（写真右）。

いのちのトークと心の唄 2008.3.8(土)
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～共に生きるフォーラム～

NPO法人平塚・暮らしと耐震協議会、NPO法人みきフレンド、NPO法人地域住環境改善センター、
社会福祉法人進和学園の共催で、平成20年3月8日(土)平塚市中央公民館大ホールにて開催されま
した。第一部のいのちのトークでは、進和学園 出縄明理事長が学園創立時の思いを熱く語りまし
た。第二部の心の唄の音楽ステージでは、木谷正道さん(ギター弾き語り)、竹DSさん(創作ソロ手
話唄)、丸山泰明さん(ヴォイス・パーカッション)、縄文笛毅さん(縄文土笛・フルート)、こうぼう
やまの会(秦野市に住む知的障がいをもつ方々の会)の皆さん、そして進和学園器楽同好会とびっき
りレインボーズが各々のステージを元気に演奏し、共に生きる楽しさを伝えました。

本人のつどい～みんなの未来はみんなでひらく～

私たち進和学園の50年と新しい出発

平成20年5月17日(土)平塚市民センターにて開催しました。今年は、進和学園創立50年を迎えま
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す。地域はじめたくさんの皆様のご支援に感謝するとともに、未来の夢と希望に向かって進むこと
を発表しました。第１部はご来賓皆様の温かいお言葉の後、スライド上映により、各施設の歩みを
たどりました。第２部は本人シンポジウムで本人代表7名が「生活のよろこび」「働くよろこび」
について熱い思いを発表しました。第３部は楽しい交流で山武ブルーノーツさんのビックバンド・
ジャズを楽しみ、木谷正道さんと進和学園とびっきりレインボーズのジョイント・ステージで盛り
上がりました。開催にあたり、たくさんの皆様にご協力いただきましたこと感謝申し上げます。

関連会社㈱研進「在宅就業支援団体」に登録！～神奈川県で第一号～

（神奈川新聞（2008.5.11）第１面に紹介記事が掲載されました）

障害者雇用促進法に定められた在宅就業障害
者支援制度における「在宅就業支援団体」
に、関連会社（株）研進が２００８年４月１
日付で厚生労働省に登録されました。神奈川
県では登録第１号（全国で１８番目）となり
ます。
障害をお持ちの方が自宅で在宅就業する場合
のみならず、福祉施設等で働く方々に仕事を
発注する企業に対して、障害者雇用納付金制
度に基づいて、特例調整金・特例報奨金が支
給される制度です。
福祉施設にとっては、本制度の活用により企業からの仕事の発注が受け易くなり、「福祉的就労」
における低工賃を底上げする、企業への発注奨励策として期待されます。
研進は、進和学園の授産事業の窓口として、永年に亘り本田技研工業株式会社様よりご発注頂いて
いますが、自動車部品の組立加工を主体としながら、学園自主製品（製パン・クッキー、陶芸、し
いたけ、植樹用ポット苗等）の販売促進にも注力しています。
今後、本制度を活用して、利用者ご本人及び発注企業様双方にメリットがある授産事業を推進して
行きたいと考えています。
神奈川新聞（５月１１日）第１面、タウンニュース平塚版（５月２９日）に、本件の記事が掲載さ
れました。（→ 下記リンクより閲覧できます）
（写真：在宅就業支援団体スタッフ～「私達が中心となって、利用者ご本人と発注企業様のコーデ
ィネート役を務めます！」～）

 在宅就業障害者支援制度－厚生労働省－
 在宅就業支援団体一覧－平成20年10月現在－

◎平塚ラスカ ウィークリースイーツ出店！！好評いただき、ありがとうございました。

昨年9月に出店し、大好評をいただいたウィ
ークリースイーツに今回2度目の出店を平
成20年6月4日(水)～6月10日(火)にいたしま
した。定番メニューに加えて、新商品やお買
い得品等新しい試みも行い、たくさんの方に
お買い上げいただきました。「おいしいか
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ら、また買いにきたよ」といううれしいお言
葉もいただきました。今後ともよろしくお願
いいたします。
通常、焼きたてパン・クッキーはサンメッセしんわ(平塚市高根277番地)で販売しております。場
所は湘南平の中腹「湘南平富士見」バス停前の門を入ってやましろホーム下側の建物です。お気軽
にお立ち寄りください。

本田技研工業株式会社様/クリスマスご慰問

2007年12月19日、本田技研工業（株）購買本部、埼玉・鈴鹿・浜松各製作所の皆様、そして元副
社長（現顧問）の西田通弘様をお迎えして恒例のクリスマス会を開催しました。ホンダの皆様によ
るクリスマスご慰問は、今回で34回目となります。
サンタクロースやトナカイに扮装して頂いたホンダの皆様には、セレモニーを大いに盛り上げて頂
き有難い激励のお言葉を頂戴しました。
「しんわルネッサンス」での作業をご視察頂いた後、食堂で本人自治会連合会主催のクリスマス祝
会を開催、ご一緒にランチを楽しみました。授産施設「サンメッセしんわ」ご視察に続いて更生施
設「進和あさひホーム」でのクリスマス・パーティーにもご参加頂き、利用者ご本人、職員、ご家
族代表とも交流を深めて頂きました。
年末のご多忙の中、ご遠方よりお越し頂き温いご支援を賜りましたこと心より感謝申し上げます。
１年を締め括り明年への希望に胸を膨らます素晴らしいイベントとなりました。
（写真左：「しんわルネッサンス」中庭にて）
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