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テレビ東京「ザ・ドキュメンタリー」／「全Aネット」設立総会を紹介！

2015/03/21

２０１５年２月２８日、障害者の就労を支援する企業や福祉施設、NPO法人等から成る全国組織
「就労継続支援A型事業所全国協議会（全Aネット）」が設立されました。当日の設立総会の模様
が、下記のテレビ特別番組の冒頭に紹介されました。全Aネットの理事長に就任した久保寺一男
（社会福祉法人進和学園統括施設長）がインタビューに応じ、全国組織の立上げを、障害者の就労
機会の拡充に繋げて行きたいとの抱負を語りました。
本番組では、社員の８割を障害者が占めるという（株）障がい者つくし更生会（福岡県大野城市）
に密着取材した内容が、ドキュメンタリーとして放映されました。資源ゴミのリサイクルに従事す
る同社社員の皆さんが、障害というハンデを乗り越えて生き生きと働く姿は、私達に希望と勇気を
与えてくれます。
・番組：テレビ東京
「ザ・ドキュメンタリー／「できる」を集めて～株式会社障がい者つくし更生会～」
・放映：２０１５年３月２１日（土） １２：３０～１３：００

（「全Aネット」設立／新聞記事）
・日本経済新聞「障害者就労支援の全国組織が発足」（WEB版・速報：2015.2.28）
・神奈川新聞「障害者就労の拡充を／A型事業所 初の全国組織」（2015.3.1）

（関連情報・参考資料）
・ＮＨＫテレビ「視点・論点」～障がい者によりよい就労の機会を～（2015.2.17：久保寺一男）
・「コトノネ」（障害者就労支援情報誌）寄稿（久保寺一男）
・「JL NEWS」～企業のA型事業参入を問う！？～（2014年8月号：出縄貴史）
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・「職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」～労働者と訓練生 雇用と福祉の問題を再考する～（第27巻1号：出縄貴史）
・「JL NEWS」～工賃アップに向けた企業への発注奨励策～（2013年1月号：出縄貴史）

ホンダ車部品組立／40ヶ月連続ミス・ゼロ達成！ 記録更新に挑戦！

2015/03/19

研進が仲介するホンダ車部品事業は、社会福祉法人進和学園及び小田原支援センターにおける
作業種の中核を占め、両施設で働く知的及び精神障害のある方々に「働く喜び」「役立つ喜
び」をもたらしています。発注企業として、永年に亘り貴重な仕事をご提供下さっている本田
技研工業（株）様の深いご理解とご支援に、心より感謝申し上げる次第です。
独自開発の治工具を駆使した品質保証と工程管理、障害者も含めて全員で取得しているＩＳＯ
９００１認証、Ａ型（雇用型）・Ｂ型（非雇用型）・就労移行支援の複合運営等の特徴ある取
り組みは各方面より注目され、企業と福祉の連携好事例とのご評価を頂いています。
今般、部品の組立作業に係わる流出ミス（不具合）が、４０ヶ月（３年４ヶ月）発生件数ゼロ
件を達成、２０１５年３月１９日、これを祝うと共に更なる記録の更新を目指して、ささやか
な決起イベントを実施しました。

ホンダ車部品組立 ４０ヶ月連続ミス・ゼロ達成！ 新たな目標にチャレンジ！

今後も、ホンダ車部品の仕事を中心に、他の作業種（農産品加工、いのちの森づくり、施設外
就労等）のレベル向上も図り、ハンデを克服しつつ付加価値の高い就労の場を提供して参りま
す。そして、お客様はじめ皆様のご期待にお応え出来るよう、一同力を合わせ尽力して参りま
す。

ホンダ車部品事業  SQM対応/品質保証・工程管理  アーカイブ（ホンダ車部品事業の歩み）

「全Aネット」（全国組織）が発足／福祉的就労の底上げに向け活動開始!

2015/03/01
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障害者の就労を支援する企業や福祉施設、NPO法人等から成る全国組織「就労継続支援A型事業所
全国協議会（全Aネット）」の設立総会が、２０１５年２月２８日、BIZ新宿（区立産業会館）で
開催されました。障害者が雇用契約を締結して働く「A型」事業所の「在るべき姿」を全国的な情
報交換と論議を通じて検討し、政策提言に繋げる場ともなります。事業者の質的向上と、障害者の
「労働の可能性」を拡大しエンパワメントを図るとの設立趣旨に、全国の多くの事業者が賛同し関
係者約２３０名が参加、熱の籠った設立総会となりました。
厚生労働省障害保健福祉部の藤井康弘部長が来賓として、全Aネットへの期待を込めて挨拶され、
理事長には、発起人代表を務めた社会福祉法人進和学園統括施設長の久保寺一男が就任。慶応義塾
大学商学部教授の中島隆信先生による基調講演「A型事業の経済学」は、福祉と労働の両分野にま
たがるA型事業所の長所を活かし、それを後押しする仕組み・制度として、①柔軟な利益配分（職
員への還元）②企業が障害者に仕事を発注した場合に法定雇用率に加算する「みなし雇用」（注）
の導入が有益とする極めて示唆に富んだ内容
でした。
懇親会も含め、全国から集結した志を共にす
る方々との交流も深まり、全Aネットは素晴ら
しいスタートを切りました。私共は、障害の
ある方々の人権を尊重し、我が国の障害者就
労の拡充に少しでも貢献出来るよう、本協議
会に積極的に参画して参ります。

（注）「みなし雇用」制度
直接雇用に加えて、企業が障害者に仕事を発注した場合に当該企業の法定雇用率に算入する「みな
し雇用」制度の導入は、欧州にて先例もあり、福祉的就労の底上げに顕著な効果をもたらすと考え
られます。

（新聞記事）
・日本経済新聞「障害者就労支援の全国組織が発足」（WEB版・速報：2015.2.28）
・神奈川新聞「障害者就労の拡充を／A型事業所 初の全国組織」（2015.3.1）

（関連情報・参考資料）
・ＮＨＫテレビ「視点・論点」～障がい者によりよい就労の機会を～（2015.2.17：久保寺一男）
・「コトノネ」（障害者就労支援情報誌）寄稿（久保寺一男）
・「JL NEWS」～企業のA型事業参入を問う！？～（2014年8月号：出縄貴史）
・「職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」～労働者と訓練生 雇用と福祉の問題を再考する～（第27巻1号：出縄貴史）
・「JL NEWS」～工賃アップに向けた企業への発注奨励策～（2013年1月号：出縄貴史）

NHKテレビ「視点・論点」 ～ 障害者によりよい就労の機会を ～

2015/02/17
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http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%83%8F%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%AA%8C%E7%89%B9%E9%9B%86%E8%A8%98%E4%BA%8B-%E5%87%BA%E7%B8%84201312%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%A8%BF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%83%8F%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%AA%8C%E7%89%B9%E9%9B%86%E8%A8%98%E4%BA%8B-%E5%87%BA%E7%B8%84201312%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%A8%BF.pdf
http://www.jldd.jp/info01/jl-news-87/
http://www.jldd.jp/info01/jl-news-87/
http://www.jldd.jp/info01/jl-news-87/
http://www.jldd.jp/info01/jl-news-87/
http://www.jldd.jp/info01/jl-news-87/
http://www.jldd.jp/info01/jl-news-87/
http://www.jldd.jp/info01/jl-news-87/
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ＮＨＫテレビの下記番組に、進和学園統括施設長の久保寺一男が出演しました。
障害者の就労を支援する企業や福祉施設、NPO法人等から成る全国組織「就労継続支援A型事業所
全国協議会（Aネット）」（仮称）の設立総会を２月２８日（土）に控え、同協議会発起人代表の
立場から、障害者就労を巡る環境及び協議会設立の目的と今後の課題について解説しました。

・番組：ＮＨＫテレビ「視点・論点」～障害者によりよい就労の機会を～
・放映：総合 2015年2月17日（火） 4:20～4:30
教育 同 日 13:50～14:00（再放送）
・出演：久保寺一男
（就労継続支援A型事業所全国協議会発起人代表／社会福祉法人進和学園統括施設長）

 放送（解説）内容 ⇒ 障害者によりよい就労の機会を（2015.2.17 久保寺一男）

同協議会は、障害者が雇用契約を締結して働く「A型」と雇用契約を結ばない「B型」の内、
「A型」事業所を対象としています。進和学園は、研進が仲介する本田技研工業（株）様よりご発
注頂いている自動車部品の組立加工を中心に、障害者総合支援法に基づく就労系事業「A型」
「B型」「就労移行支援」を併設、久保寺一男は、知的障害者就労支援の拠点「しんわルネッサン
ス」の初代所長を務め、A型（雇用型）及び非雇用型を含めた多機能事業所の運営に尽力して来た
経験から、本協議会設立に積極的に関与しています。
番組では、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品組立及び農産物加工の連携事業を例に、
職業能力は労働環境が創り出すものであり、企業での雇用に加えて福祉的就労の底上げ策として、
中間的就労の場であるA型事業の拡充が喫緊の課題である点を指摘しました。

関連記事 ⇒ 日本経済新聞「障害者の就労 手助け／初の全国組織（Aネット）」（2015.1.13）

「湘南みかんぱん」がグランプリ！

2015/02/02

2015年1月21日（水）、平塚商工会議所にて今年度の逸品研究会お披露目会が開催されました。進
和学園としては4年目の参加となります。今回はプチ・ブーケより「トマトジュース」、サンメッ
セしんわより「湘南みかんぱん」、ともしびショップ湘南平より「竹炭・粒々竹炭」が参加しまし
た。当日は足もとの悪い中、落合市長をはじめ160名以上のお客様が来場され、各店自慢の逸品を
アピールしました。

http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%EF%BC%AE%EF%BC%A8%EF%BC%AB%E3%80%8C%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%83%BB%E8%AB%96%E7%82%B9%E3%80%8D%20%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E7%94%A8%E5%8E%9F%E7%A8%BF%EF%BC%88%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%AF%BA%EF%BC%89%E3%80%80.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%EF%BC%AE%EF%BC%A8%EF%BC%AB%E3%80%8C%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%83%BB%E8%AB%96%E7%82%B9%E3%80%8D%20%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E7%94%A8%E5%8E%9F%E7%A8%BF%EF%BC%88%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%AF%BA%EF%BC%89%E3%80%80.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%EF%BC%AE%EF%BC%A8%EF%BC%AB%E3%80%8C%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%83%BB%E8%AB%96%E7%82%B9%E3%80%8D%20%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E7%94%A8%E5%8E%9F%E7%A8%BF%EF%BC%88%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%AF%BA%EF%BC%89%E3%80%80.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820150113%EF%BC%8F%E5%85%A8A%EF%BE%88%EF%BD%AF%EF%BE%84%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820150113%EF%BC%8F%E5%85%A8A%EF%BE%88%EF%BD%AF%EF%BE%84%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820150113%EF%BC%8F%E5%85%A8A%EF%BE%88%EF%BD%AF%EF%BE%84%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820150113%EF%BC%8F%E5%85%A8A%EF%BE%88%EF%BD%AF%EF%BE%84%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820150113%EF%BC%8F%E5%85%A8A%EF%BE%88%EF%BD%AF%EF%BE%84%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820150113%EF%BC%8F%E5%85%A8A%EF%BE%88%EF%BD%AF%EF%BE%84%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820150113%EF%BC%8F%E5%85%A8A%EF%BE%88%EF%BD%AF%EF%BE%84%EF%BC%89.pdf
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  皮はむかずに食べてネ 湘南みかんぱん 180円

           

平塚ラスカウィークリースイーツ（2/18～2/24）でも販売！

お客様による投票の結果、サンメッセしんわの「湘南みかんぱん」がフード部門の第一位となりま
した。試食されたお客様から高い評価をいただきました。受賞後は、各種メディアから取材もあ
り、今後の展開が期待されます。

 

        

  平塚逸品研究会お披露目会 黒部市議会議長と参加職員

 

 

          東京新聞やタウンニュースでも「湘南みかんぱん」が紹介されました。         

       

 

 

 

「天神まつり」盛況でした!

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/東京新聞.pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/東京新聞.pdf
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2015/01/29

2015年も進和万田ホームにて1月23日(金)・24日(土)「天神まつり」を行ないました。万田太鼓愛
好会によるお囃子、金子洋子先生のご指導による絵手紙教室、進和学園茶道同好会によるお茶席、
陶芸体験とたいへん盛況でした。ご来場ありがとうございました。

ホンダ埼玉製作所・新春駅伝に参加！

2015/01/19

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/H27・天神まつり案内.pdf
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レッツ・ゴー！Ｈｏｎｄａ！ ダッシュ！進和学園 ＆ 研 進！

２０１５年１月１８日（日）、本田
技研・埼玉製作所構内において、恒
例の新春駅伝が開催されました。
ホンダの皆様に取引先、地域の
方々、大人から子供まで、２０２チ
ームが参加、進和学園も利用者ご本
人と職員の混成チーム７名が６年連
続でノミネートしました。
壮行会にて気勢を挙げ、ユニフォー
ムとゼッケンを身に付けると、いよいよスタートです！

   

快晴の青空の下、激励太鼓が響き渡る工場構内を約４周、寒風を突いてタスキを繋ぎ、９，１３７
ｍを完走しました。
模擬店では、自主製品（パン、クッキー、コーヒー等）を販売させて頂きながら、ホンダの皆様は
じめ多くの方々との交流も叶いました。この日の晴れやかな気持ちを忘れず、今年も実り多き良い
年となるよう、皆で力を合わせてチャレンジして参ります。

日本経済新聞「障害者の就労手助け／初の全国組織（Aネット）」記事掲載
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2015/01/14

 
障害者の就労を支援する企業や福祉施
設、NPO法人等から成る全国組織が、２月
に発足する旨の記事が、日本経済新聞
（2015年1月13日）に掲載されました。
組織名は、「就労継続支援A型事業所全国
協議会（Aネット）」（仮称）で、障害者
が雇用契約を締結して働く「A型」と雇用
契約を結ばない「B型」の内、「A型」事業
所を対象としています。
事務局代表の社会福祉法人進和学園統括施
設長の久保寺一男のインタビューも紹介さ
れています。進和学園は、研進が仲介する
本田技研工業（株）様よりご発注頂いてい
る自動車部品の組立加工を中心に、障害者
総合支援法に基づく就労系事業「A型」「B型」「就労移行支援」を併設、障害者に働き甲斐のある
就労機会の創出に尽力して参りました。研進も、進和学園の営業窓口会社として、創業直後の１９
７０年代から、ホンダ車部品事業における障害者の直接雇用に努め、その経験とノウハウは、現
在、進和学園の「A型」事業に継承されています。
私共は、障害のある方々の人権を尊重し、我が国の障害者就労の拡充に少しでも貢献出来るよう、
本協議会に積極的に参画して参りたいと考えています。

掲載記事 ⇒ 日本経済新聞「障害者の就労 手助け／初の全国組織（Aネット）」
（2015.1.13）

ホンダロジスティクス様との交流

2015/01/09

（株）ホンダロジスティクス様には、私達が
組み立てている自動車部品の輸送・納入代行
業務を、４０年以上に亘りサポート頂き大変
お世話になっています。本業の物流面以外に
も、進和学園の自主製品（クッキー、コーヒ
ー等）のご利用を通じた障害者就労について
も応援下さっています。昨年春の同社お取引
先懇談会においては、「Hondaグループの社
会貢献／障がい者雇用への取り組み」をテー
マに、研進＆進和学園をご紹介頂くという光
栄な機会にも恵まれました。

２０１５年１月８日、新年早々に、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りましたご厚意について、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、親しく懇談し交流を深めることが出来ましたこ
とを大変嬉しく思います。
写真上：ホンダロジスティクス社長の永井髙志様（後列左から2人目）、常務取締役の井芳史様

http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.honda-logistics.co.jp/index.html
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/日本経済新聞（20150113／全Aﾈｯﾄ）.pdf
http://www.honda-logistics.co.jp/index.html
http://www.kenshin-c.co.jp/news/topic2013#5987
http://www.kenshin-c.co.jp/news/topic2013#5987
http://www.kenshin-c.co.jp/news/topic2013#5987
http://www.kenshin-c.co.jp/news/topic2013#5987
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（後列右から2人目）とご一緒に！（2015年1月8日／同社本社にて）

月間「致知」進和学園理事長随想掲載

2015/01/06

月刊「致知」（致知出版社）は、創刊以来、人間学を追求し有名無名を
問わず、各界各分野で一道を切り開いた人物の体験談を紹介する等、人
間の生き方の原理原則を満載した定期購読の月刊誌です。多くの読者に
支持され、「木鶏クラブ」という愛読者の会が、全国各地に拡がってい
ます。
同誌２月号（2015年1月1日発行）の「致知随想」（P.89～90）にお
いて、社会福祉法人進和学園理事長 出縄雅之による「障がい者に働く
誇りと喜びを」という文章が掲載されました。
進和学園設立の原点を、敗戦直後の貧困時代に遡り、二人の兄の経歴を
辿りながら、本田技研工業（株）様の深いご理解ご支援を得て、障害者
に働く機会を創出して来た道程を振り返りました。「仕事を通じて互いが情熱を持って向き合うこ
とで、健常者も障害者も差別なく心通い合える社会が実現できる」との想いを披露しました。
このような機会に恵まれましたことは、誠に光栄なことであり、４０年以上に亘り、貴重な仕事を
ご提供頂いている本田技研工業（株）様はじめ地域・社会・行政・企業の多くの皆様のご支援ご指
導の賜と感謝申し上げる次第です。

掲載記事 ⇒ 月刊「致知」／「障がい者に働く誇りと喜びを」（出縄雅之／2015年2月号）

参考資料 ： ホンダ車部品事業 Honda様と共に40年（アーカイブ）

ワタミ様に感謝!介護老人ホームのクリスマスに進和学園の手作りパンご利用!

2014/12/28

居酒屋「和民」で有名なワタミ（株）様に
は、「ワタミの森」（千葉県他）をはじめ
とする森林保全に、進和学園栽培の植樹用

http://www.chichi.co.jp/
http://www.chichi.co.jp/
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%80%8C%E8%87%B4%E7%9F%A5%E3%80%8D%EF%BC%882015%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7%EF%BC%8F%E5%87%BA%E7%B8%84%E9%9B%85%E4%B9%8B%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%80%8C%E8%87%B4%E7%9F%A5%E3%80%8D%EF%BC%882015%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7%EF%BC%8F%E5%87%BA%E7%B8%84%E9%9B%85%E4%B9%8B%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%80%8C%E8%87%B4%E7%9F%A5%E3%80%8D%EF%BC%882015%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7%EF%BC%8F%E5%87%BA%E7%B8%84%E9%9B%85%E4%B9%8B%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%80%8C%E8%87%B4%E7%9F%A5%E3%80%8D%EF%BC%882015%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7%EF%BC%8F%E5%87%BA%E7%B8%84%E9%9B%85%E4%B9%8B%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%80%8C%E8%87%B4%E7%9F%A5%E3%80%8D%EF%BC%882015%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7%EF%BC%8F%E5%87%BA%E7%B8%84%E9%9B%85%E4%B9%8B%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/hondaparts
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
http://www.watami.co.jp/
http://www.returntoforestlife.or.jp/
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ポット苗を継続利用頂いています。また、
社員の皆様が進和学園に来訪され、ドング
リの幼苗を鉢上げする「ポット苗づくり」
のボランティア活動や、今年の夏には、カ
ンボジアの農家に栽培を委託したハーブ
（レモングラス）をブレンドしたキャンド
ルの作成を、日本の福祉施設にご発注頂
き、私達がお手伝いをさせて頂く等、ワタ
ミ・グループの皆様との交流は、年々深まっています。
今般、同社グループのワタミ手づくりマーチャンダイジング（株）及びワタミの介護株式会社様の
ご厚意により、同社が運営されている介護付有料老人ホームでのクリスマス・メニューに、進和学
園「サンメッセしんわ」の手作りパン（ソフトフランス）をご利用賜りました。２０１４年１２月
２５日、クリスマスの昼食に召し上がって頂いた「レストヴィラ湘南平塚」の栄養士さんからは
「入居者様からパンがとても柔らかく美味しいとの声が多かったです」との嬉しいお言葉を頂戴し
ました。
ワタミ様の介護事業

ワタミ・グループの皆様が、環境・エネルギー保全、開発途上国支援、障害者自立支援や老人介護
等の広範な社会貢献に尽力され、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たされていることに心より敬意
を表すると共に、同社グループ各社様の特段のご高配に厚くお礼申し上げる次第です。

進和学園「サンメッセしんわ」のソフトフランスは、パン職人：中村公紀プロデュースの自信作で
す。富士屋ホテル（直営）の本格ビストロ「フュージョンダイニングＦ」（小田原ラスカ２Ｆ）で
も採用されている人気の手作りパン！私達がお世話になっているホンダ様においても、社員食堂の
スタミナ・フェアで好評を博しました。皆様、是非、ご賞味下さい！

http://www.wtmd.co.jp/
http://www.wataminokaigo.net/company/outline.html
http://www.wataminokaigo.net/
http://www.fujiyahotel.co.jp/chain/fdining/index.html
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ホンダロジスティクス様 クリスマスご慰問 ～ 来年に繋ぐ夢と希望！ ～

2014/12/23

（株）ホンダロジスティクス様には、私達が組み立てている自動車部品の輸送及び納入代行を担っ
て頂き、大変お世話になっています。４０年以上に亘り、私達のホンダ車部品事業を支えて頂いて
いる同社（旧ホンダエクスプレス様及び旧光明様）の存在は大きく、日頃のご支援に厚くお礼申し
上げます。
２０１４年１２月２３日、同社社員の皆さまが、クリスマスを祝って「しんわルネッサンス」をご
慰問下さいました。進和学園利用者ご本人・職員及び弊社スタッフと親しく交流して頂き、温かい
励ましのお言葉を頂戴しました。

私達が手掛ける自動車部品の仕事は、国内生産の動向に依存し、決して楽観を許さぬ状況にありま
すが、今後とも、品質保証と工程管理に万全を尽くし、夢と希望を抱いて挑戦して参りたいと思い
ます。
ホンダ・グループの皆様はじめ多くの方々に支えて頂き、今年も一同元気に過ごすことが出来まし
た。心より感謝申し上げますと共に、明年が実り多き良い年でありますよう祈念申し上げます。

http://www.honda-logistics.co.jp/
http://www.kenshin-c.co.jp/hondaparts
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「しまむらストアー」様との連携 ～ 植樹と陶板／進和学園へのご発注感謝！ ～

2014/12/22

平塚の有名スーパー（株）しまむら様と進和学園との取引は、研進が仲介して２０１０年に始ま
り、店舗での「施設外就労」（バックヤード業務の受注）や学園及び連携福祉施設のクッキーや雑
貨の販売コーナーを通じて、障害者の社会参加と工賃の確保に繋がっています。
２０１４年３月、同ストアー長持店の緑地帯に、学園が栽培した苗木を植栽し記念の陶板を設置、
これも進和学園（知的障害者）が手掛けたもので、同ストアーよりご発注頂いたものです。

長持店に続いて田村店、旭店の緑地帯に、進和学園の苗木をご利用頂いていますが、嬉しいこと
に、この度、学園の手作り陶板の設置も仕事としてご提供下さいました。
同ストアーの社員の皆様と進和学園メンバーが協力
して作業を行いました。陶板には、しまむらストア
ー様と進和学園のロゴマークが印され、「笑顔」
「真心」の文字が刻まれています。地域に根ざして
深まる両者の連携を象徴する素敵なモニュメントが
また加わりました。
このようなチャンスを与えて下さった同ストアーの
皆様のご理解ご支援に心より感謝申し上げます。

（株）しまむら様は、障害者法定雇用率を達成する
ことに加えて、進和学園他の福祉施設への仕事の発
注を通じて、障害者雇用納付金制度に基づく国の助
成金（特例調整金）をスーパー業界で唯一受給され
ています。
雇用が叶わぬ多くの障害者の自立や働く機会の創出
のために、しまむらストアー様のような企業が増え
ることが期待されます。

http://www.shimamura-store.com/
http://www.kenshin-c.co.jp/project/2zaitaku
http://www.kenshin-c.co.jp/project/2zaitaku
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参考資料：
・神奈川新聞「環境と福祉に貢献・しまむら長持店で植樹」（2014.3.26）
・湘南ジャーナル「しまむらと進和学園の連携事業が前進」（2014.4.4）
・「発達障害白書2015年版」（日本発達障害連盟）（2014.9.1）
⇒ 「スーパー初の在宅就業障害者特例調整金」

＊神奈川新聞（2013．8. 14）に、しまむらストアー様との連携による「施設外就労」を中心に紹
介記事が掲載されています。
①生き生き就労の場 働く障害者喜びの声（神奈川新聞）
②スーパー初の調整金 平塚の「しまむら」受給へ（同上)

心のかたちアート展『~ただいま幸せ中~』ご来場ありがとうございました！

2014/12/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今回のこころのかたちアート展はサブタイトルを『～ただいま幸せ中～』とし、
自主制作作品を制作するときの「楽しい・幸せだ」という気持ちを訪れた方々と
共感できるような展示を目指しました。
製作風景を写真、動画等で展示し、普段見られないご本人の真剣な、それでいて
楽しそうで嬉しそうなご本人たちの姿を見られるようにしました。
訪れた方々からも作品の製作者と間接的ながらも触れ合うことが出来て良かった、

http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820140326%E3%81%97%E3%81%BE%E3%82%80%E3%82%89%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820140326%E3%81%97%E3%81%BE%E3%82%80%E3%82%89%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%8820140326%E3%81%97%E3%81%BE%E3%82%80%E3%82%89%EF%BC%89.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%B9%98%E5%8D%97%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB%EF%BC%8820140404%EF%BC%8F.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%B9%98%E5%8D%97%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB%EF%BC%8820140404%EF%BC%8F.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E6%B9%98%E5%8D%97%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB%EF%BC%8820140404%EF%BC%8F.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%99%BD%E6%9B%B82015%E5%B9%B4%E7%89%88.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%29no.1PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%29no.1PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%29no.1PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%EF%BC%89no.2PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%EF%BC%89no.2PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%EF%BC%89no.2PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%EF%BC%89no.2PDF.pdf
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またそのご本人を知ってる方からは「あの人の作品なんだ！楽しそうね」という
お言葉をいただきました。
また自分の作品が評価されたと伝えた時、ご本人たちは「良かった、また頑張る。」
と大変喜んでいました。
今回のアート展がご本人の方の自信に繋がり、更なる進歩をし、こうした発表の
場で地域の方々との交流に繋がっていければと思います。

 

 

 

Honda様とのクリスマス交流会 ～ 40周年・新たな歴史を刻む！ ～

2014/12/19

研進・進和学園におけるホンダ車部品事業は、同社の深いご理解とご支援の下、４０周年の節目を
迎え新たな歴史を刻んでいます。進和学園並びに連携する社会福祉法人小田原支援センターで働く
障害のある方々の貴重な就労機会を提供し続けています。
２０１４年１２月１８日、本田技研工業の皆様をお迎えして、４１回目を数える恒例の「クリスマ
ス交流会」を開催しました。

http://www.kenshin-c.co.jp/hondaparts
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年末のご多忙のところ、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してイ
ベントを楽しく盛り上げて頂きました。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・パーティー、とびっきりレインボーズ（進和学園器楽同好会）の演奏もご一緒に楽しみま
した。障害者ご本人、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共有しました。
Honda様と共に40年！企業と福祉の連携／10年先を見据え新たな展開へ！

Hondaの皆様が、人間尊重という企業理念の下に、障害者の自社直接雇用に加えて福祉的就労分野
においても企業の社会的責任（CSR）を果たされていることに、心より敬意を表する次第です。
Hondaの皆様のご支援ご期待にお応えできるよう、１０年先の５０周年を見据えて、皆で力を合わ
せ良い仕事を行い、少しでも社会にお役に立てるよう取り組んで参ります。
Honda様と共に40年（アーカイブ）

http://www.youtube.com/watch?v=AnYvmig4ftc
http://www.honda.co.jp/guide/philosophy/
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
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心の唄＆囲碁'14～共に生きる～

2014/12/06

11月29日(土)「心の唄＆囲碁'14」が東京大井町駅前の「きゅりあん8F大ホール」にて開催されま
した。11時より囲碁イベントがはじまり、14時から心の唄コンサートが開催されました。進和学
園「とびっきりレインボーズ」も後半、合唱でステージに上がり、会場を盛り上げました。

木谷正道さんの唄と竹DSさんの手話唄 心の唄バンド ベース＆ギターは出縄守英(進和学園)

とびっきりレインボーズが合唱に参加 「勇気100%」「故郷」をみんなで唄い、盛り上がりました

藤井さんが来年の出演を約束してガッチリ握手! ロビーに集合!おつかれさまでした!
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「ちづる」上映会・赤崎正和監督講演会を開催しました！

2014/12/05

 １1月22日 (土)に人権研修として、「ちづる」上映会・赤﨑正和監督講演会を開催し、総勢120名
近くの職員が参加しました。
映画の上映後に講演会をして頂き、映画制作にあたりどのような苦労があったのか？障がいをもつ
家族の貴重な話しを聞く事ができました。
また、講演会中には笑いやユーモアがあり、楽しく講演を聞く事ができました。

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/201411272113.pdf
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 赤﨑正和監督より、母赤﨑久美さんが書いた本。ちづる 娘と私の「幸せ」な人生 （出版社：新評
論）の紹介がありました。
 赤﨑正和監督ありがとうございました。

ホンダ車部品事業・ミスゼロ記録更新中／作業強化月間スタート！

2014/12/01

研進・進和学園におけるホンダ車部品事業は、本田技研工業（株）様の深いご理解とご支援の下
に、本年９月に４０周年を迎えました。同社はじめ多くの皆様のご指導を得て、品質保証及び工程
管理について不断の努力を蓄積して参りました。今般、部品の組立作業に係わる流出ミス（不具
合）が３６ヶ月（３年間）発生件数ゼロ件を達成、目下、記録を日々更新しています。

36ヶ月（3年間）ミス・ゼロ達成！ 新たな目標に向けチャレンジ！～ １２月 作業強化月間 ～

また、１２月を「しんわルネッサンス」及び小田原支援センターにおいて「作業強化月間」と位置
付け、ホンダ車部品の仕事に関するＱＣ活動の一環として、各ラインのグループ毎に具体的な目標
を設定してキャンペーンを実施致します。
本取り組みは、他の作業種（施設外就労、いのちの森づくり、農産品加工、原木しいたけ栽培等）
も対象とし横断的に実施、品質の更なる向上を通じてお客様から信頼される商品・サービスの提供
に繋げて参ります。

http://www.kenshin-c.co.jp/hondaparts
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ホンダ車部品事業 ＳＱＭ対応／品質保証・工程管理

ホンダ開発㈱様のご指導に感謝！ 製パン・製菓部門をご視察

2014/11/28

２０１４年１１月２７日、ホンダ開発
（株）様に、進和学園の「サンメッセ
しんわ」（製パン・製菓部門）及び路
面店「プチ・ブーケ」（平塚市）を中
心に、私共の取り組みをご視察頂きま
した。 
ホンダ開発様には、２００６年より学
園自主製品のホンダ様事業所（これま
で、青山本社、和光・朝霞事業所等５
ヶ所）における社内販売や、学園が手
掛けた農作物をホンダ社員の皆様の昼食としてご利用頂く等、様々な局面でお世話になっていま
す。

進和学園では、事業の多角化の一環とし
て、製パン・製菓部門の拡充に注力していま
すが、今回も、作業現場の衛生・安全面を中
心に貴重なご指導を賜りました。また、本年
度「しんわルネッサンス」において稼働した
農産品加工場「湘南工房」の生産現場もご覧
頂きました。
自動車部品の仕事量の確保が年々厳しさを増
す中で、パン・クッキーやトマトジュース等
の自主製品の販売促進に向けた相談に乗って
頂くと共に、親しく交流を図る絶好の機会と
なりました。
ご多忙の中、ご来訪下さったホンダ開発の皆様に心より感謝申し上げます。 
ホンダ開発（株）様のご支援ご指導

 

http://www.honda-kaihatsu.co.jp/
http://www.kenshin-c.co.jp/project/1sqm
http://www.kenshin-c.co.jp/project/1sqm
http://www.kenshin-c.co.jp/project/1sqm
http://www.honda-kaihatsu.co.jp/
http://www.honda-kaihatsu.co.jp/
http://www.honda-kaihatsu.co.jp/
http://www.kenshin-c.co.jp/syounannkoubou
http://www.kenshin-c.co.jp/hondakaihatsu
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「しまむらストアー」様との連携／第3回就労勉強会を開催！

2014/11/07

就労勉強会／しまむらストアー：佐々木美和様をお迎えして
２０１４年１１月７日（金）、平塚の有名スーパ
ーしまむらストアー長持店・日配部門の佐々木美
和様を講師にお迎えして就労勉強会を開催しまし
た。
しまむらストアー様との連携による本勉強会は、
３年連続３回目となります。
佐々木様は、ご自身の就職活動及び７年目を迎え
る同ストアーでのご経験を踏まえ、商品知識を習
得してお客様に接することで今の仕事が大好きと
なり働き甲斐や自己成長にも繋がっていること、
勇気と希望を抱いてチャレンジすることの大切さ
を分かり易くお話しされました。
また、「しまむらストアー１０訓」より、①明る
い笑顔と②大きな声での挨拶を紹介、この二つが
就労への第一歩であることを語って下さいました。
進和学園利用者及び職員合わせ６０名近くが参加し熱心に聴講、質疑も活発に為され充実した勉強
会となりました。しまむらストアー様の日頃のご指導ご支援に、心より感謝申し上げます。

しまむらストアー様のご理解ご支援の下、同ストアーにおける「施設外就労」は丸２年が経過。対
象店舗・日数も増え、進和学園利用者（知的障害をお持ちの方）と職員がチームで同ストアーに赴
き、野菜の袋詰めや商品の陳列、清掃等のバックヤード業務を請け負わせて頂いています。
「施設外就労」は、企業の中で障害者が実際に働く機会を得ることにより、社会参加と実戦的な職
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。企業との連携か
ら福祉的就労の底上げを図る有力な手法であり、研進としても引き続いて注力して参ります。
しまむらストアー様との連携
参考資料：
■「発達障害白書2015年版」（日本発達障害連盟）（2014.9.1）
しまむらストアー様が、障害者雇用納付金制度においてスーパー業界初となる特例調整金を受給
する旨の解説記事が掲載されました。
⇒ 「スーパー初の在宅就業障害者特例調整金」

http://www.shimamura-store.com/
http://www.kenshin-c.co.jp/shimamura
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%99%BD%E6%9B%B82015%E5%B9%B4%E7%89%88.pdf
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■神奈川新聞（2013．8. 14）
しまむらストアー様との連携による「施設外就労」を中心に紹介記事が掲載されています。
①生き生き就労の場 働く障害者喜びの声（神奈川新聞）
②スーパー初の調整金 平塚の「しまむら」受給へ（同上)
■地域情報紙
ＪＩＣＡ（国際協力機構）の研修で海外よりしまむらストアー様／進和学園の連携をご視察され
た際の記事を掲載しています。 
①湘南ジャーナル（2013.7.26） ②タウンニュース平塚版（2013.7.25）

第16回 さわやか文化スポーツ大会 開催！  

2014/10/30

  

本年もさわやかな秋空の下、10/4(土)に第16回さわやか文化スポーツ大会を開催いたしました
（ひらつかサン・ライフアリーナ、平塚総合体育館プール、大原小学校グラウンド）。スポーツ部
門では、ユニカールと囲碁ボールの２種目を加えた13種目で元気に汗を流しました。文化部門で
は、陶芸や工芸品などの多彩な作品の展示・販売を通して、日頃の日中活動の成果を楽しくご覧頂
けたものと思います。

今大会では多くの皆さまのご協力を頂き、総勢764名の参加者全員が楽しいひと時を満喫すること
ができました。会場関係者をはじめ、皆さまの温かいご支援とご尽力に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

  

 大会実行委員のあいさつ 森正明大会会長あいさつ 七夕飾り

http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%29no.1PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%29no.1PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%29no.1PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%EF%BC%89no.2PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%EF%BC%89no.2PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%EF%BC%89no.2PDF.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%882013.8.14%EF%BC%89no.2PDF.pdf
http://www.shonan-journal.com/archives/10124
http://www.shonan-journal.com/archives/10124
http://www.shonan-journal.com/archives/10124
http://www.townnews.co.jp/0605/2013/07/25/197657.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2013/07/25/197657.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2013/07/25/197657.html
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斉藤先生指導による ストレッチ体操  大盛況のパン食い競争  迫力の太鼓演奏！万田太鼓愛好会

 

<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>

  
集集集集集.jpg

  

集集集集集.jpg

 新競技のユニカール 新競技の囲碁ボール ソフトボウリング 

 バスケットボール  キンボール＆パラバルーン  ジョギング

  

サッカー  卓球  ディスクゴルフ
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 写真のスポーツ競技の他にバドミントン、ティーボール、水泳、ウォーキングも実施いたしまし
た。

 

JA湘南「あさつゆ広場」で販売開始しました

2014/10/26

10月25日(土)～26日(日)、JA湘南「あさつゆ広場」収穫祭が開催され、「湘南工房」のトマトジ
ュース・ピューレの販売を開始しました。
JA湘南様から仕入れたトマトを無添加で加工した「地産地消」の製品を地元の皆様にお届けしま
す。
180mlのトマトジュースも間もなく発売します。

  

「湘南工房」製品販売店舗

・ともしびショップ湘南平
営業時間 10:00～17:00 木曜定休
平塚市万田790-24
TEL0463-34-7041

 

 

 

 ・プチ・ブーケ
営業時間 10:00～17:00 土日曜定休
平塚市徳延758-1
第1サンロードあさひ
TEL0463-32-6110

 

 

 

  ・しんわルネッサンス



進和学園 - バックナンバー2014年度

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2014[2018/07/09 14:29:20]

営業時間 10:00～17:00 土日曜定休
平塚市上吉沢1520-1
TEL0463-58-5414

 

Honda和光本社ビルにて販売会～ おやつで社会貢献／Honda様に感謝！ ～

2014/10/17

２０１４年１０月１７日、本田技研工業（株）和光本社ビルにおいて、研進・進和学園の代表メン
バーが直接お伺いしてお菓子類の自主製品販売会（おやつで社会貢献）を開催させて頂きました。
湘南ミカンを活かした「みかんあんぱん」、ブラウニー、レーズンサンド等の新製品や定番のクッ
キー・ラスク等に加え、進和学園の農産品加工場「湘南工房」のトマト・ジュースもご案内申し上
げました。
Honda 様社内での直接販売会は、５月の青山本社ビルに続いて２回目ですが、大盛況の賑わいで
約１時間半で完売！同社の皆様と親しく交流を図りながら、売上げを大 きく伸ばすことが出来まし
た。このような貴重な機会をご提供頂いた本田技研工業（株）並びにホンダ開発（株）の皆様に厚
くお礼申し上げます。

                           Honda様と共に４０年 ～働き甲斐・生き甲斐を求めて！～
私達が手掛けるホンダ車部品組立の仕事は、１９７４（昭和４９）年に始まり、本年、４０周年の
節目を迎えました。この間、Honda様の深いご理解とご支援により、障害をお持ちの多くの方々と
「働き甲斐」「生き甲斐」を分かち合って参りました。  （アーカイブ） 

http://www.honda.co.jp/group/Japan/
http://www.kenshin-c.co.jp/syounannkoubou
http://www.kenshin-c.co.jp/hondaparts
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
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Honda様が、障害者の自社直接雇用に加え、私共のような福祉的就労分野にも貴重な仕事をご提供
頂いている実績に深い敬意を表すると共に、心より感謝申し上げる次第です。
一方、リーマンショック以降の経済環境の変化、とりわけ国内生産の縮小やエコカーを巡る熾烈な
競争を背景に、私達にとって「仕事の確保」は、年々厳しさを増しています。Honda様には、自動
車部品の仕事以外にも、クッキー類の社内販売や「いのちの森づくり」プロジェクトへのご寄附
等、様々な局面で親身なるご協力を賜っています。

障がい福祉物産展で福祉新聞に掲載されました!

2014/10/15

10月7日(火)・8(木)日本知的障害者福祉協会主催の第3回全国生産活動・就労支援部会職員研修会
東京大会が日比谷公会堂で開催されました。そのプログラムのなかで、「障がい福祉物産展～味よ
し、品よし、心よし」が日比谷公園内で開催され、進和学園も参加しました。全国からたんさんの
地元の特産品をつかった個性的な製品が集まり、そのなかでも進和学園の「湘南みかんぱん」「ラ
ムネあんぱん」が注目されて福祉新聞(10月13日発行)の記事に掲載されました。

 福祉新聞「味も品もいいよ！/都心で物産展」
（2014.10.14）

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/inochi_no_morizukuri
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/週刊福祉新聞(20141014).pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/週刊福祉新聞(20141014).pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/週刊福祉新聞(20141014).pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/週刊福祉新聞(20141014).pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/週刊福祉新聞(20141014).pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/週刊福祉新聞(20141014).pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/週刊福祉新聞(20141014).pdf
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とびっきりレインボーズ日比谷公園小音楽堂ライブ!

2014/10/10

10月7日(火)日本知的障害者福祉協会の全国生産活動・就労支援部会職員研修会が日比谷公会堂で
開催され、その一環として日比谷公園小音楽堂のステージ発表に「とびっきりレインボーズ」が出
演しました。オリジナル2曲を含む7曲を披露し、30分間のステージは大変好評でした。福祉物産
展も同時開催されており、進和学園も出店しました。全国の福祉施設の個性的な自主製品コーナー
や飲食ブースは大変にぎわっていました。

 

緑の木々におおわれた野外ステージ 生バンド演奏とパフォーマンスが好評でした

赤い羽根街頭募金に参加!

2014/10/06

10月1日(水)毎年恒例の赤い羽根共同募金の街頭募金に、しんわ本人自治会連合会を中心に各施設
から計30名が参加し、平塚駅北口と南口周辺にて実施しました。明るく元気な声で呼びかけ、沢山
の方々とふれあうことができました。ご協力いただきました皆さま、誠にありがとうございまし
た。
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落合平塚市長さんと金田市社協会長さんとともに

とびっきりレインボーズ幸寿苑ライブ!

2014/10/03

大磯町の老人保健施設の大磯幸寿苑さんにて、恒例の「敬老の日」コンサートを9月16日(火)に行
いました。とびっきりレインボーズの18番である懐かしのグループサウンズメドレーと「ふるさ
と」の合唱で盛り上がりました。演奏後、涙を流して「良かった!」と言っていただいたことにメ
ンバー一同感激しました。茶話会もいっしょに楽しんで交流を深めました。

グループサウンズメドレーを熱唱! 「故郷」をみんなで大合唱

Honda様との交流／真夏の祭典を堪能!

2014/08/03
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２０１４年８月３日（日）、進和学園と研進の代表は、Honda埼玉製作所創立50周年「真夏の祭
典2014」に参加しました。本田技研工業の従業員・ご家族・地域の方々が集い、猛暑にも負けぬ
大盛況のイベントとなりました。
お祭りムード溢れる製作所構内において、マシン展
示・撮影会、キャラクターショー、お化け屋敷、大抽
選会、ライブコンサート（SHOW-YA）等の多彩な催
しを楽しみました。数々の模擬店が連なる中、私達も
ブースを設営し、新製品の湘南みかんパンやお馴染み
のクッキー・しいたけ・陶芸品等の学園自主製品を販
売させて頂きました。
Honda様と私共の取引は、今年で丸40年！大変お世話
になっているHondaの皆様や地域の方々と親しく交流
しながら、「真夏の祭典」を堪能しました。
本田技研工業様、主催者の労働組合並びに「むさしの会」の皆様に心より感謝申し上げます。
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第85回都市対抗野球速報 / HONDA応援

2014/07/24

７月２３日、先日のHonda鈴鹿チームに続き、研
進・進和学園・小田原支援センターの代表約５０
名が、Honda(狭山市)チームの東京ドームでの都
市対抗野球応援に行きました。華やかな応援合戦
が展開される中、選手・スタンドの皆様と一体と
なって熱気と感動を味わいました。

ピンチとチャンスが交錯するゲームは延長に突入
し、まさに手に汗握るものでした。最後の最後まで諦めずに全力を尽くす事の大切さを教えていた
だきました。ありがとうございました。

速報 Honda（狭山）チーム 初戦勝利 ２回戦進出！

第８５回都市対抗野球大会速報（日本野球連盟）

ファイト！Honda！～都市対抗野球～

2014/07/22

第８５回都市対抗野球大会に、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）、鈴鹿市（三重）そして大津町（熊本）代表の３チームが揃って見事に出場を果たされまし
た。企業スポーツが難しい局面に晒される環境下で、Honda様の取り組みは快挙とも言えます。
２０１４年７月２１日の鈴鹿チームを皮切りに、研進・進和学園・小田原支援センターの応援団も
東京ドームへ繰り出し、Honda社員の皆様はじめ所属チームの地元の方々、ファンの皆様と一丸と
なって応援させて頂きます！ファイト！Honda！！

速報 Honda鈴鹿チーム 初戦勝利 ２回戦進出！

http://www.jaba.or.jp/taikai/2014/toshitaikou/
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第８５回都市対抗野球大会速報（日本野球連盟）

「第64回湘南ひらつか七夕まつり」に参加!

2014/07/04

平成26年7月4日(金)～6日(日)平塚市の中心街である湘南スターモールにて「第64回湘南ひらつか
七夕まつり」が開催されました。進和学園は、毎年恒例となりました竹飾りコンクールに参加し、
見事入選(昼)しました。和紙、折り紙を約1万枚つかった折鶴、星型箱、四角箱、三角箱を吹き流
しと共に飾りました。いずみ保育園、富士見保育園の子どもたちと進和学園の利用者ご本人の
計720名分の似顔絵が、心をなごませ手作り感満載でした。お客さまは、和紙であることにビック
リされて大変好評でした。タナカカミテン前の進和学園の自主製品販売の出店と、大門通りの桝屋
店舗前に移動販売車で出店したサンメッセのパン・クッキー・飲み物販売も盛況でした。関係者皆
様ありがとうございました。

http://www.jaba.or.jp/taikai/2014/toshitaikou/
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竹飾りの取り付け完了!!七夕実行委員会を中心に全員集合

竹の搬入 くす玉の搬入 くす玉、行灯の取り付け

  

吹き流しの取り付け 立体飾りの手直し 看板の設置

 

ラスカウィークリースイーツありがとうございました!

2014/07/04

6月25日(水)～7月1日(火)サンメッセしんわは、平塚駅ビルラスカの一階に設置された貸店舗「ラ
スカウィークリースイーツ」コーナーに出店しました。新商品の大磯・二宮産の青摘みかん果汁を
使った「湘南みかんぱん」、色とりどりの模様と味の「変わり食パン」、夏にぴったりの「水よう
かんシリーズ」などが大変好評で売り上げも好調でした。ご来店ありがとうございました!

 

 店員スタッフの皆さん 笑顔で、「ありがとうございます!」

「恋するフォーチュンクッキー」平塚逸品研究会バージョン誕生!!

http://www.tanabata-hiratsuka.com/
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2014/07/01

このたび進和学園が参加している平塚逸品研究会で「恋するフォーチュンクッキー」を踊りまし
た。進和学園の「ともしびショップ湘南平(関)」「サンメッセしんわ(三浦)」「プチブーケ(竹
本)」が参加しています。ぜひ、ご視聴ください!

「恋するフォーチュンクッキー」平塚逸品研究会バージョン ←クリックしてくだ

さい。

平塚逸品研究会は、平塚商工会議所、平塚市商店街連合会と共催し、湘南ひらつか逸品プロジェク
ト事業に取り組んでいます。それぞれのお店のこだわりの逸品を紹介するプロジェクトで、グルー
プごとに各々の逸品に意見を出し合い、コンセプト、キャッチフレーズ等を磨き上げる研究会で
す。進和学園は、「ともしびショップ湘南平」「プチ・ブーケ」が参加しています。

進和学園としての逸品は次のとおりです!!

「ともしびショップ湘南平 角型花びん」 「ともしびショップ湘南平 かえる鉢｣ 「プチ・ブーケ じ
ゃがラスク」 「ともしびショップ湘南平 角型花びん～カラスのハローと共に」が動画で紹介され
ています。ぜひご視聴ください!

ホンダ埼玉製作所様をお迎えして！～あじさいまつり・感謝デー～

2014/06/23

http://www.youtube.com/watch?v=eAGdm1ID_zo
http://www.youtube.com/watch?v=eAGdm1ID_zo
http://www.youtube.com/watch?v=lMELOYke20Y
http://www.youtube.com/watch?v=s_Zp0aL-_N4
http://www.youtube.com/watch?v=M961eE-CT4I
http://www.youtube.com/watch?v=s3JHB0hxG7c
http://www.youtube.com/watch?v=s_Zp0aL-_N4
http://www.youtube.com/watch?v=s_Zp0aL-_N4
http://www.youtube.com/watch?v=s_Zp0aL-_N4
http://www.youtube.com/watch?v=M961eE-CT4I
http://www.youtube.com/watch?v=M961eE-CT4I
http://www.youtube.com/watch?v=M961eE-CT4I
http://www.youtube.com/watch?v=s3JHB0hxG7c
http://www.youtube.com/watch?v=s3JHB0hxG7c
http://www.youtube.com/watch?v=s3JHB0hxG7c
http://www.youtube.com/watch?v=s3JHB0hxG7c
http://www.youtube.com/watch?v=I40r6rm5VDY
http://www.youtube.com/watch?v=I40r6rm5VDY
http://www.youtube.com/watch?v=I40r6rm5VDY
http://s-h-i-p.seesaa.net/
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２
０１４年６月２０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、本田技研工業
（株）埼玉製作所の皆様をお迎えし、進和学園各施設の活動をご視察頂きました。
ホンダ様と共に４０年。ホンダ様の深いご理解とご支援なくして、進和学園の発展を語ることは出
来ません。障害をお持ちの方々の働く喜びと自立を支える貴重な仕事をご提供下さっているホンダ
様に厚くお礼申し上げます。経済環境の変化やグローバル化に伴い、仕事の確保は年々厳しくなっ
ていますが、常に、プラス志向で明るく元気に乗り切って参りたいと思います。

ホンダ様をお迎えして、一同感激の一日でした。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。今後も、皆様のご期待にお応え出来るよう一同力を合わせ、働き甲
斐と生き甲斐を追求して参りたいと思います。

あじさいまつり２０１４・案内チラシ

進和学園感謝デー「あじさいまつり」盛況でした!

2014/06/23

平成26年6月20日(金)～22日(日)毎年恒例の進和学園感謝デー「あじさいまつり」を開催いたしま
した。おかげさまで沢山の方にご来場いただき、地域・社会皆様へ感謝の気持ちを届けることがで

http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/%E3%81%82%E3%81%98%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A2014.pdf
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きました。ありがとうございました。

「河内川あじさいまつり」に参加!

2014/06/22

平成26年6月15日(日)河内川あじさいまつりが、盛大に開催されました。進和学園は今年もパン・
クッキーをはじめ自主製品を販売させていただきました。地域皆さまには、沢山の方と顔なじみに
なり、ご協力いただき感謝申し上げます。

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/あじさいまつり2014.pdf
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 小物アクセサリーが子どもたちに人気でした  サンメッセのパンは、いつも好評です

  

 落合平塚市長さんと河野代議士さんと共に  木川平塚副市長さんを囲んで

とびっきりレインボーズ活動中! YES'愛DO!のライブをYOUTUBEで発信中!!  

2014/06/05

「とびっきりレインボーズ」のYES'愛DO!のライブ動画発信中!新しいオリ
ジナル曲「ありがとう」「翼をください」をYOUTUBEでアップしましたの
で、ぜひ!ご試聴ください。

活動報告としまして、平成26年5月25日(日)に第19回「YES,愛DO!」音楽祭に出演しました。平塚
市総合公園体育館で12時40分より開催され、とびっきりレインボーズは、例年通り開会セレモニ
ーのあとトップバッターで演奏しました。「ありがとう」「勇気100%」「翼をください」の3曲
を演奏しましてたいへん好評でした。

http://www.youtube.com/watch?v=KoTYpGgA7Ko
http://www.youtube.com/watch?v=Jq2-GV11JXghttp://www.youtube.com/watch?v=Jq2-GV11JXg


進和学園 - バックナンバー2014年度

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/news/backnumber2014[2018/07/09 14:29:20]

 昨年の活動報告としまして、9月18日(水)大磯町の老人保健施設「幸寿苑」デイサービスの敬老感
謝のつどいに、出張コンサートを行いました。今年で3回目になります。懐かしのヒットソングメ
ドレーを中心に、アンコールの「ふるさと」は会場みんなで大合唱となりました。参加いただいた
方より「涙が出るくらいよかった!」とうれしい感想をいただきました。演奏後は、茶話会にも参

加、交流を深めさせていただきました。

10月17日(木)いずみ保育園誕生会で演奏しました。アニメソングを中心に盛り上がりました。子
どもたちの元気に圧倒されながらも、熱い演奏をお届けしました。途中のメンバー紹介では、各楽
器の音や特徴を説明するなど、生演奏の面白さを伝えることができました。昨年の演奏風景を見る

ことができます。曲目は「さんぽ」、「勇気100%」です。

10月20日(日)旭南地区社会福祉協議会ふれあい広場ステージで演奏しました。地域の方々との交
流を楽しみました!!

11月10日(日)湘南国際村めぐりの森植樹祭野外ステージで演奏しました。ソーラーパワートラッ
クの荷台がステージになりました。ヒットソング・メドレーを熱演し、好評を博しました。

http://www.youtube.com/watch?v=TCCDCtjBUdI
http://www.youtube.com/watch?v=cMeFxMfqo-c
http://www.youtube.com/watch?v=cMeFxMfqo-c
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活動日程
2013年
10/17(木)いずみ保育園誕生会
10/20(日)旭南地区社協ふれあい広場
10/26(土)神奈川県立平塚盲学校文化祭ステージ(残念ながら台風で中止)
10/27(日)大磯横溝記念館まつり(残念ながら台風で中止)
11/10(日)湘南国際村めぐりの森植樹祭イベントステージ
11/30(土)「心の唄2013～共に生きる」に合唱で参加
12/13(金)本田技研工業株式会社様来訪クリスマスコンサート
12/24(火)ビーライトしんわ(放課後等デイサービス事業所)クリスマス会
2014年
3/9(日)第3回ひらつな祭ステージ
4/17(木)はばたき進和竣工感謝式ステージ
5/25(日)ＹＥＳ’愛ＤＯ！チャリティ音楽祭
 

Honda青山本社ビルにて自主製品販売会～ 貴重な交流機会に感謝! ～

2014/05/30

http://www.youtube.com/watch?v=AnYvmig4ftc
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私達が手掛けるホンダ車部品組立の仕事は、１９７４（昭和４９）年に始まり、本年は４０周年の
節目を迎えます。この間、本田技研工業（株）様の深いご理解とご支援により、障害をお持ちの多
くの方々と「働き甲斐」「生き甲斐」を分かち合って参りました。  （アーカイブ） 
Honda様が、障害者の自社直接雇用に加え、私共のような福祉的就労分野にも貴重な仕事をご提供
頂いている実績に深い敬意を表すると共に、心より感謝申し上げる次第です。
一方、リーマンショックや長期デフレ下の円高、グローバル化に伴う生産拠点の海外シフト、加え
てエコカーを巡る熾烈な競争を背景に、私達にとって「仕事の確保」は、年々厳しさを増し楽観出
来ぬ状況にあります。Honda様には、自動車部品の仕事以外にも、クッキー類の社内販売や「いの
ちの森づくり」プロジェクトへのご寄附等、様々な局面で親身なるご協力を賜っています。
２０１４年５月２７日、同社青山本社ビルの食堂において、研進・進和学園の代表メンバーが直接
お伺いして自主製品販売会を開催させて頂きました。湘南ミカンをふんだんに使用した「みかんあ
んぱん」、ブラウニー、フロランタン等の菓子類新製品やお馴染みのクッキー・ラスク・原木しい
たけ等をHondaの皆様にご案内申し上げました。Honda様社内での直接販売会は初めての試みでし
たが、お陰様で同社の皆様と親しく交流を図りながら、売上げも伸ばすことが出来ました。このよ
うな貴重な機会をご提供頂いたHonda様に厚くお礼申し上げます。

Hondaウェルカムプラザ

NHKラジオ深夜便に出縄雅之理事長が出演しました!(5/7早朝4時より)

2014/05/10

5月7日(水)早朝4:00から40分ほどの「明日へのことば」のコーナーで、進和学園 出縄雅之理事長
が出演しました。テーマは「知的障害者に働く喜びと自立を」でした。4月23日(木)にプロデュー
サー中村さんが取材に来訪され、インタビューを受けた模様が放送されました。進和学園の昭
和33年児童入所施設開設から56年におよぶ軌跡について、その時々の思いをエピソードとともに
語りました。とくにテーマとなった「働くよろこび」については昭和49年より40年間にわたり自

http://www.kenshin-c.co.jp/hondaparts
http://www.kenshin-c.co.jp/archive
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/inochi_no_morizukuri
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/inochi_no_morizukuri
http://www.honda.co.jp/welcome-plaza/
http://www.honda.co.jp/welcome-plaza/
http://www.honda.co.jp/welcome-plaza/
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動車部品組立作業を継続して発注いただいている本田技研工業株式会社様とのつながりを中心に、
たくさんの地域の皆様の協力のもとで、利用者ご本人一人ひとりが、誇りをもって働けること、社
会参加できることの感謝と大切さを語りました。放送後、たくさんの反響がありまして、県内外か
ら感想や問い合わせの電話やハガキをいただきました。貴重な機会をいただきまして誠にありがと
うございました。インタビューの内容は、下のダウンロード・ボタンよりPDFでご覧になれます。

インタビュー風景 はばたき進和にて
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