
 

ご挨拶 

理事長 髙橋 正隆 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響が出ております。感染予防のため日常生活が大きく制限

される中、これまでのように生活していくことが困難になりました。大変さを感じる中で、「いつもの生活」の大

切さを感じています。 

NPO 狛江さつき会でも、新型コロナウイルス感染症対策のため、事業所を閉所したり、在宅支援に切り替え

たりいたしました。利用者支援と感染予防のバランスが難しいですが、利用者への影響が少ないように、心がけ

ています。いつまで続くかわからない制限のある行動を続けるのはしんどいところがあります。それぞれのしん

どさを配慮しつつ、生活を続けてほしいと祈っております。 

2020年度定期総会（書面決議）報告 

開催日：2020年6月12日（金） 

書面決議の結果 

会員総数 41 
議決権行使 委任   

14 13   

 会員の過半数による有効投票があり、総会が成立いたしました。 
     

議案 承認 不承認 議案 承認 不承認 

議案第1号 

2019年度事業報告 
27 0 

議案第3号 

2020年度事業計画 
27 0 

 

議案第2号 

2019年度決算報告・監査報告 
27 0 

議案第4号 

2020年度予算 
27 0 

 

 

 有効投票の全員賛成により、議案はすべて可決承認されました。 
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｜総会報告 



2020年度事業所の事業計画 障がいがあっても地域で暮らしていくために！ 

♢♧♤♡就労支援事業所メイ♡♤♧♢          

今年度は、支援を必要としている方の利用を増やし、より地域に役立てるよう、就労支援事業所メイのプログラ

ムを整えていきます。作業を通して、受け入れから地域生活への自立までステップアップを図り、支援の流れを

作っていきます。 

・ワークイン部門 

 ケーキなど自主製品作業や軽作業等を中心にし、プログラムを見直していきます。 

 清掃作業にも力をいれ、就労に向けたステップアップ体制を作っていきます。 

 自主製品の販路を拡大し、工賃アップを目指します。 

・カレーショップ部門 

 厨房、ホール、事務の各作業を継続し、自立、就労への支援をしていきます。 

 開所時間を検討し、利用者受け入れの体制を整えていきます。 

*＊*⁂＊グループホーム朋＊*⁂** 

グループホーム朋はこれまでの朋の歴史、活動を踏まえ、メンバーの日々の暮らしや健康への取り組みを支援し、

自立した地域生活ができるよう応援します。 

グループホーム朋は東京都から通過型グループホームの指定を受け、3年という限られた期間で家庭や病院から

離れて「ひとりで生活してみる」という体験をたくさんの方に経験していただきたいと思っています。障がいが

あっても、一人の市民として地域に根差した生活ができるよう応援します。狛江市における障がい者福祉の社会

資源として、障がいがあっても一人の市民として地域で自立した生活ができる社会づくりに貢献するグループホ

ームの役割を目指します。 

今年度の重点課題 

◆ 経営の安定化を検討します 

◆ 通過型(3年)の適切な運用をするため、個別支援計画の内容を充実させます 

♪♬♩♫地域生活支援センターリヒト♫♬♩♪ 

しょうがいのある方への、生活支援を推し進め、地域包括ケアシステムの構築に資する活動をしていきます。狛

江市内の精神保健福祉に関するセンターの機能をいっそう充実させ、障がい福祉の他分野や保健・医療分野の機

関との連携・協働作業を推し進めます。 

 リヒトは、特に精神科病院に長期間入院している方に対して、地域移行を推し進めていく中心となります。地

域定着支援や自立生活援助、地域活動支援センターの登録者同士の支え合う力を活用しながら、退院後の生活を

支援していきます。 

1）精神科病院からの地域移行支援を推し進めます 

2）地域活動支援センターⅠ型事業のもつ包括的な生活支援の仕組みと地域定着支援ならびに自立生活援助のア

ウトリーチとを結びつけ、リヒト版の地域生活支援アウトリーチモデルを模索していきます 

3）地域包括ケアシステムの担い手の一つとして、将来にわたって実施される精神しょうがい者に対する支援の

仕組みを構築していきます 



テイクアウト・デリバリーを再開しました！！ 

 カレーショップ・メイは、6月下旬よりテイクアウト、7月中旬よりデリバリーを再開

しました。基本的な感染予防策に加えて、接客方法や作業時間も変更しました。通常とは

違う形態での再開となりスタッフ・メンバーともに慣れ

ない部分も多いですが、声を掛け合いながら段階的に進

めています。 

緊張とともに開店初日を迎えましたが、生憎の悪天候

で、お客様はほぼ入らず・・。その後少しずつお客様が

増え始め、新しく常連になられたお客様もいらっしゃい

ます。デリバリー再開にあたっては、常連のお客様から

「待ってました！」と嬉しい声を頂きました。 

 

テイクアウト宣伝用の看板を作成しました！ → 

絵が得意なメンバーさんにイラストを描いて頂きました。 

季節にあわせた色鉛筆画をラミネートして掲示していま

す。 

      通所作業再開しました！  

6/8（月）から在宅支援→通所支援に切り替え、メンバーの方にメイに来ていただき、メイで作業

する形が再開となりました。 

現在は3密を避けて、シフト制作業で1グループ３～5名で、作業oｒプログラムを行っています。

メンバー同士で話しができる時間は少ないですが、久しぶりに顔を合わせ皆嬉しそうです。コロナ

の影響で疲れも出始めてきた中ですが、メイに来て作業している時はみんなで頑張っています。楽

しく一生懸命に作業を行っているメイです。皆様もコロナに負けないで乗り越えていきましょう。 

 

メイのパウンドケーキ お買い求め先のご案内 

新たに狛江ハイタウン 1 階のお花屋さん、あいとぴあセンター1 階に新たにオープンした

『nana’s art café りんごの木』へパウンドケーキを納品しています。 

 また、メイでもパウンドケーキを個数/種類限定ですが、販売しております。お気軽にご購入くだ

さい(*’▽’)/ 

 

 

ショップ便り 



 

障がい者応援給付金の支給が始まりました 
 

狛江市では、新型コロナウィルス感染症に関する支援制度として障がい者手帳を持っている方に障がい

者応援給付金（1万円）を支給することになりました。 

■給付金の対象者は３つの要件を満たした人です 

①基準日（令和2年4月１日）において、狛江市に住民登録があること 

②令和2年3月31日までに手帳交付を受けていること 

③年齢が基準日時点で、18歳以上64歳以下であること 

 

■申請できるのはいつからいつまでなの？ 

・2020年６月３０日に申請書が発送されました。 

・申請期限は 12月28日（月）です。 

 

 

参照：狛江市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する支援制度等のご案内」（https://www.city.komae.tokyo.jp） 

 

夕食会を7月より段階的に再開しています。利用者さんに感想を聞いてみました！ 

〇すごく嬉しくて幸せな気持ちになって「よっしゃ！」と思った。（S.H） 

〇どちらかといえば、夕食会はあった方が嬉しい。同じアパートに住んでいる人が、どん 

な人か？顔ぐらいは知っておきたいので。                （N.Y） 

〇他の利用者さんとそんなにお話をしなかったけれど、楽しかった。コロッケが美味しかった。 

                                    （K.N） 

〇やっぱり夕食会は必要。夕食会がなくて「何で？」と思っていた。再開して、みんなで囲む夕

食会はいいですね。                            （N.M） 

※この給付金は申請しないと支給されません。 

対象となる方はご自宅に封書が届いていない

か、ぜひご確認ください。 

※申請についてわからないこと等ありましたら、

普段関わっている支援者に相談してください。 



―2020年度第2回― 

日時 2020年7月10日（金） 

参加者：髙橋、森澤、櫻井、齋藤、亀井、安藤、東、松川(理事)  加藤(監事) 高木(事務局) 

※7/10開催の理事会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、6/5の事務局会議で決定し、オンラインによる理事会に

変更いたしました。 

＜報告＞ 

１・各事業所から 

メイ…利用者39名(男性24名、女性15名 平均年齢50.9歳) 見学0名、体験0名、退所0名、新規0名、入院1名 

  カレーショップ売上 5月0円 6月24,570円  平均工賃：5月1,487円 6月3,214円   

    ・6/22よりカレーショップのデリバリーを開始しています。   

     ・職員体制：非常勤職員退職(7/31)1名 

朋… 利用者9名(男性4名、女性5名 平均年齢42.3歳)  空室1部屋：新規2名 退居0名 見学0名 

   ・7/1から利用者ミーティング、夕食会を再開。感染防止策として人数を制限し、手洗い、消毒、換気、飛沫防止シートの設 

置を行っている。 

   ・消防設備点検実施。 

リヒト…6/1からフリースペースを2時間程度開所している。 

   ・職員体制：産休1名、病休1名、退職(9/15)1名、契約変更（常勤→非常勤）1名あり、求人予定。 

   ・狛江市からあいとぴあセンター3階旧日中一時支援室を相談室として使用の打診あり、リフォーム等検討している。 

2・事務局より 

  ・会計報告…4～6月期は各施設に大きな赤字がなく運営している。東京コミュニティパワーバンクを退会し、出資金20万円 

を回収予定。 

・法人研修…9/22（火・祝）9:30～12:30「ハラスメントの基本的理解」講師：竹内 良 氏 (オンライン)予定 

  ・テレワーク助成金申請…災害下の事業継続のため、東京都事業継続緊急対策(テレワーク)助成金により、在宅勤務時の通信機器 

を整備する。 

3・関係団体より 

  家族会…9/22(火)「田尾有樹子先生(巣立ち会)による相談会」13:30～16:00@カレーショップ・メイ 

      10/4(日)「皆さんと一緒にコンサート」(仮)14:00～16:00＠泉の森会館 障団連との共催 

 ＜協議検討事項＞ 

１・事業所、事務局からの報告について               【承認】 

2・人事：契約変更(常勤→非常勤)について              【承認】 

          退職2名について                    【承認】 

3・2020年度夏季賞与・処遇改善手当支給について         【承認】 

４・就業規則・給与規程改訂について                【承認】 

 

次回理事会：2020年9月11日(金)17:30～ オンラインによる開催       
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ＮＰＯ狛江さつき会 8月・9月の予定
（法）＝法人 （リ）＝リヒト （メ）＝就労支援事業所メイ （ワ）＝ワークイン・メイ
（カ）＝カレーショップ・メイ （GH）＝グループホーム朋

2020年9月


