
 

 

 

 

 

令和 2年度 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 

本人活動支援委員会 



「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・役員会(最近は、ＬＩＮＥを使う時もあります) 

 ・スポーツ教室 

 ・合同レクリエーション 

 ・勉強会 

 ・会報(年 2回発行) 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

不定期(季節ごとに) 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   ・県全体の行事は約 50人。支部ごとの行事は各約 20人。 

 

 

 

①会及びグループの名前  青森県本人の会レインボー青森     

②代表者名  阿部 繁幸       ③登録者数   ５６名  

④連絡先 住所 〒030-0122 青森市野尻字今田 52-4 ねむのき会館内   

        ℡ 017-738-5122     Fax 017-738-5235     

⑤会及びグループからひとこと PR 

  役員会で話し合いながら、みんなの意見をきいて、行事を決めています。

なかなか決まらない時は多数決をとったりしています。  



 

３．実際の活動場面の紹介 

  ＊ 活動の様子がわかる写真や資料、案内等があれば載せてください。 

 

              

 

 

 

 

   

         会場設営の様子                 ランチ交流会 

   

      総 会①              総会②          役員選挙の投票    

平成 25 年度に、10 周年

記念誌を発行しました。 

会報レインボー 

年 2回発行しています。 



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア) どのような活動をしていますか 

 ・ 現在のところ、岩手県手をつなぐ育成会本人大会を毎年企画実施している。（県大

会は 2年に 1度の開催であるが本人大会は毎年開催している。） 

  ・ 会として、他県の本人の会との交流や特別支援学校の生徒たちとの話し合いの場の

設定等を行うこととしているが、新型コロナの影響等で、本人の会の集まり自体が実

施できず、なかなか実現できないでいる。 

   （本県の場合、集まるのに 2 時間以上かかる地域や公共交通機関の利用に不安があ

るため） 

イ） 活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 ・ 定期的にはなっていない。その都度というところ。 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   ・ 本人大会では、令和元年は東北大会で 171人（内訳は不明）、平成 30年度は 108人 

 （本人 45人、一般 40人、スタッフ 23人）、となっています。 

 

〇 県育成会の本人部会である「いわて青空の会」の活動は以上のとおりですが、各

支部等での本人の活動状況を平成 30 年に調査しておりますので、別添のとおりご

報告します。 

 

① 会及びグループの名前   いわて青空の会                    

② 代表者名 会長 下道良孝(したみちよしたか) ③登録者数  29人   

③ 連絡先 住所 〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手 

 一般社団法人岩手県手をつなぐ育成会内                       

        ℡ 019-637-7558      Fax  019-637-7626   

⑤会及びグループからひとこと PR 

                                                                          



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 

 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

・軽スポーツの体験 

 ・ダンス、玉入れ、つなひき、デカパン競争 

 ・しゃべり場（カフェジョンジョンでコーヒータイム） 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

  ６月、９月、２月 

  ※今年はコロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止になりました。 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

   年３回 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

    だいたい５０～７０名 

 

①会及びグループの名前 白石市手をつなぐ育成会 ＳＴＩ チャレンジャーズ   

②代表者名    巨泉 猛     ③登録者数   その都度募集  

④連絡先 住所 〒  お問い合わせは宮城県手をつなぐ育成会まで    

        ℡   022-292-5226     Fax   022-262-5298    

⑤会及びグループからひとこと PR 

 本人たちの仲間づくりの場として、軽スポーツやゲームを行っていました。

が、いつの間にかダンス、玉入れ、つなひき、2 月の開催時には豆まきで鬼

が登場するなど、楽しいことがたくさん詰まった会になっています。ご父兄

の皆さんはカフェジョンジョンでコーヒータイム。会を越えてだれでも参加

できます。 



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 

 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・週 1 回日曜日 10：30～12：00 までダンスの練習をしている。 

 ・地域で行われるイベント（福祉まつりやあしたばまつり）に参加。 

 ・仙台、福島で行われる、とっておきの音楽祭への参加。 

 ・新年会で会員交流 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

  定期的（週 1 回） 

 ※今はコロナで月 3 回に！！（会場費がかかるので） 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

  月４回 セラビ白石 集会室 

 ※今はコロナで月３回 ふれあいの館 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   だいたい１７名～２０名前後 

  

①会及びグループの名前  白石市手をつなぐ育成会本人部会「ちゃれんじど」                      

②代表者名     巨泉 良子      ③登録者数   １４名  

④連絡先 住所 〒  ※お問い合わせは宮城県手をつなぐ育成会まで    

        ℡  022-292-5226     Fax  022-292-5298    

⑤会及びグループからひとこと PR 

  平成１１年８月に補足したダンスチームです。 

 本人たちの余暇活動の一つとして、毎週日曜日に集まってダンスを楽しん

でいます。よさこいの曲からパプリカなどジャンルを問わずいろいろな曲に

チャレンジしています。 



「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・総会 

 ・お話し合い会 

 ・お楽しみ会(レクリエーション)…ボウリング大会、調理、音楽イベントなど 

 ・外部団体主催「障害者綱引き選手権大会」や「卓球バレ―大会」に出場 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 年間計画に基づき、ほぼ定期的に行っています。（今年度はコロナの影響で不定期です） 

  

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

  役員会は年４回程度開催。広報委員会は年 2～3回開催。 

   

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   役員会…8名+支援者 2名（平均出席 本人 6名 支援者 2名） 

   行事参加・・・本人 10名程度+保護者 2名、支援者 2名 程度が多い。 

①会及びグループの名前    みやぎフレンズ会           

②代表者名  樋口 亮介     ③登録者数  34名  

④連絡先 住所 〒983-0836 仙台市宮城野区幸町 4-6-2  

 宮城県障害者福祉センター内 

        ℡  022-292-5226    Fax   022-292-5298   

⑤会及びグループからひとこと PR 

   平成16年に宮城県で東北ブロック大会を開催したときに本人部会の企画

運営を担当したのがきっかけで、平成 17 年に設立されました。メンバーは

平均 30 代が多いです。全国大会や東北ブロック大会への参加、お話合い会

などを通じて自立と社会参加を後押しします。 



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 

 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・焼き鳥を食べよう （開店前の店を借り上げて） 

 ・電車に乗って仙台で買い物、食事会 

 ・お花見（市内で） 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

   不定期 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

     １５名くらい 

 

①会及びグループの名前   あやめ （多賀城市手をつなぐ育成会）                        

②代表者名    下山 清子       ③登録者数  １１名    

④連絡先 住所  ※お問い合わせは宮城県手をつなぐ育成会事務局まで                                  

        ℡  022-292-5226       Fax  022-292-5298   

⑤会及びグループからひとこと PR 

    

 本人たちはいろいろなことをしたいのですが、支援者が居ないのが悩みで

す。                                                







１．活動の実施主体 令和2年10月20日

　①会及びグループの名前

茨城県手をつなぐ育成会　本人活動委員会

　②代表者名 委員長　清水 学

　③登録者数 委員（本人）6人　、支援委員（育成会会員）6人　、事務局　

（注）育成会会員のすべての本人

　④連絡先 住所　〒310-0851　茨城県水戸市千波町1918　茨城県総合福祉会館内

一般社団法人　茨城県手をつなぐ育成会　事務局　

TEL　029-243-3838　　FAX 029-243-3854 

Mail : iba-ikuseikai@bz03.plala.or.jp
 

　⑤会及びグループからのひとことPR

年2回の交流会は、手作りゲーム、親子一緒のイベントや

講師を招いての講演会を企画、その上・お土産もあります。

２．活動内容　（本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい）

　ア）どのような活動をしていますか（本人活動委員会）

　　☆本人活動委員会（本人委員及び支援委員）を年5回開催して本人交流会の実施日

　　　及び活動内容・担当を決めている。

　　☆本人部会の予算により権利擁護委員会の付属機関として本人活動委員会の活動

　　　をしていたが、2019年度に県育成会の正式委員会として独立し、本人委員1名が

　　　県育成会理事に就任、委員長が県育成会総務委員に就任した。なお2020年度には

　　　委員長は県育成会理事兼総務委員に就任した。

　　☆本人活動委員会の委員長は2017年より任期2年で交代とし、委員6名が必ず委員長

　　　を経験するようにした。役員構成は委員長1名、副委員長2名、書記2名、会計1名

　　　とした。

　　☆理事は県育成会理事会に出席し、県育成会の運営に発言・決定に参加する。

　　　委員長（総務委員）は県育成会総務委員会（県育成会副会長及び各委員会委員長

　　　で構成）に出席し、県育成会の年度方針（案）・予算（実績・案）その他を決定

　　　し、県育成会理事会の承認を得て、県育成会総会の決議（案）とする。

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート



・1/2・

　イ）活動の実施は定期ですか？　不定期ですか？

　　　　　定期的

　ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えて下さい

　　☆本人活動委員会は年５回（前年度に日程を決め、会議室の予約をする）

　　☆本人交流会は年２回（前年度に日程を決め、研修室の予約をする）

　エ）参加人数（本人・支援者・家族・地域住民・その他）

　　☆本人活動委員会は委員６人、支援委員６人、事務員１人　計１１人

　　☆本人交流会は委員・支援委員・支援者（会員）・その他　計６０人募集

３．実際の活動場面の紹介

　　＊活動の様子がわかる写真や資料、案内等があれば載せてください。
　

　　☆2020年度は新型コロナウイルス感染防止のため、本人活動委員会は９月11日

　　北茨城市の本人委員と支援委員が集合し、打合せ、私（利根町の支援委員）は

　　電話で参加し、本人交流会は中止、委員会は2021年度の計画のため、1月17日と

　　2月14日に開催することに決定した。

　　☆2019年度について

　　１）本人活動委員会　6月9日、7月7日、10月6日、11月4日、1月19日（有賀絵里

　　　　先生/公益社団法人　茨城県地方自治研究センター研究員　同席）

　　２）本人交流会

　　　　第１回　7月21日　本人31人　支援者17人　事務局1人　計49人参加

午前　絵しりとり、フラフープ・リレー

午後　11月17日講師　吉川教授から聞きたい事の話し合い

　　　　第2回　11月21日　吉川かおり氏　明星大学人文化学福祉実践学科教授

本人21人　支援者13人　事務局1人　計35人

午前　吉川教授の「〇×クイズ」「サイコロトーク」

午後　講演「知ろう・使おう・楽しもう：障害者総合支援法」

　　　☆初回からの本人交流会実績添付　：：　写真は別途



・2/2・























「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・役員会、総会の開催 

 ・自立生活に向けての研修会 

 ・カラオケ交流大会、ボーリング大会、料理教室 

 ・県育成会が開催している県大会内での要望発表 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 定期的に開催をしている 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 ・年 1回以上実施 

     

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   本人 20～30名 支援者 5～6名  

   家族（活動内容によって参加あり） 2～3名 

   

 

 

 

① 会及びグループの名  群馬県知的障がい者本人の会つるの会                         

② 代表者名 会長  小渕はるみ  ③登録者数  150人      

③ 連絡先 住所 〒371－0843前橋市新前橋町 31－12  

群馬県手をつなぐ育成会事務局内                                      

        ℡   027-255-6212     Fax    027-255-6241           

④ 会及びグループからひとこと PR 

 県内にある本人会で構成されている本人会です 

本人達が自主的に構成、運営をしています 

                                                                          



３．実際の活動場面の紹介 

  ＊ 活動の様子がわかる写真や資料、案内等があれば載せてください。 

 

 

 

 

令和元年度研修会 

コミュニケーション研修 

令和元年度 

料理教室 

令和元年度 

総会 





「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 

１ 活動の実施主体 

① 会及びグループの名前 ひまわり会本人の会 

② 代表者名   谷秀夫      

③ 登録者数   7名 

④ 連絡先   〒３７１－０８０１  

       前橋市文京町１－１２－１３ 山本方 

     TEL 090-4222-2268  FAX  027-221-1004 

⑤ 会及びグループからのひとこと PR 

仲間とあったときに、ひごろのぐちやなやみを話せるのがよいところ。 

 

２ 活動内容（本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア）どのような活動をしていますか 

・8月の「お楽しみフェスタ」の企画運営 

・12月の「クリスマス会」の企画運営 

   ・ひまわり会の総会に参加して「本人の会」のアピールをする 

イ）活動の実施は定期的ですか？不定期ですか？ 

イベントに合わせて事前の打ち合わせ 1日、当日の活動となります 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えて下さい 

 

エ）参加人数（本人、支援者・家族・地域住民・その他） 

① 事前の打ち合わせは本人 7名及び支援者 2名 

② 8 月、12 月のイベント当日は本人の会メンバーのほかに、障害者本人

が 15名～30名。支援者数名。家族数名。 



















 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・定例会年 6回（総会含む） 

 ・交流会（埼玉県立大学 学生） 

 ・乗馬大会 

 ・ボーリング大会 

 ・忘年会 

 ・日帰りﾊﾞｽ旅行 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

・定期的 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

・年 11回 

 

 

① 会及びグループの名前 さいたまみんなの会                          

② 代表者名   横山  正明        ③登録者数  50名程度      

④連絡先 住所 〒330-0063埼玉県さいたま市浦和区高砂 2-15-3                                      

        ℡  048-833-0444         Fax  048-833-0400             

③ 会及びグループからひとこと PR 

 定例会でみんなのやりたいことを上げて、行事を計画し、実施しています。                                                                         



エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

・最大 50名 















































 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・支援者を交えて電車・バス旅行等の企画を話し合う 

 ・浜松育成会総会や東海北陸大会・職業自立啓発セミナー・静岡県大会等にパネリストと

して参加 

 ・新年会・合唱・芋掘りパーティー・豆まき等のお手伝い（挨拶・受付・集金・調理等） 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

今年度はコロナの影響で中止になったが、電車またはバス旅行は年１回定期的に行って

いる。お手伝いは適時。他に合唱は年６回・新年会・芋掘り・竹の子堀り・豆まき・ボウリング

大会はほぼ定期で活動しているが、コロナの影響で新年会と豆まきも中止になった。 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

合唱以外各年１回 

 

① 会及びグループの名前チャレンジ明日花                         

② 代表者名  百瀬江利子               ③登録者数 

698       

③ 連絡先 住所 〒430-0813 静岡県浜松市南区芳川町 17                                     

        ℡053-461-6628                 Fax 同じ              

④ 会及びグループからひとこと PR 

浜松育成会の成人部会に所属する施設・就労・在宅すべての会員が対象です

が、本人役員は５名います。「明日花を咲かせよう！」という気持ちで名付けまし

た。少しづつつながりが広がっています。 

                                                                          



 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

各活動とも 30～50名（保護者と一緒が多いが本人のみの方も数名いる） 

 



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・勉強会 

 ・ボウリング大会 

 ・料理 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

・不定期 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

・年 2回 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

 ・30名～50名（本人、支援者、家族） 

① 会及びグループの名前    若しゃちの会                      

② 代表者名  浅井 研二          ③登録者数  ４８名  

③ 連絡先 住所 〒461-0011 名古屋市東区白壁一丁目５０番地         

        ℡ 052-228-8630      Fax   052-228-8631    

⑤会及びグループからひとこと PR 

                                                                          



「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・学習会・話し合い 

 ・清掃活動 

 ・余暇活動（バスハイク、ボウリング、忘年会等） 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

  定期的（今年度はコロナウィルス感染症拡大の影響で中止が多い） 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

  月 1回 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

    合計 45名 （本人 35名・支援者 2名・家族 5名・地域住民・その他 3名） 

 

① 会及びグループの名前 名古屋手をつなぐ育成会 青年の会（本人の会）              

② 代表者名   今井 千鶴     ③登録者数    ３５    

③ 連絡先 住所 〒454-0869 名古屋市中川区荒子 1丁目 141-1 奥村マンション 1階 

          中川区障害者基幹相談支援センター  

        ℡ ０５２－３５４－４５２１    Fax ０５２－３５４－２２０１  

④ 会及びグループからひとこと PR 

みんなで楽しく学習 したり、レクリエーションをしています。 

また、本人の代表として名古屋市の施策推進会議などで意見を述べていま

す。ぜひ、青年の会で一緒に活動しましょう。    

                                                                     



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・勉強会 

 ・日帰り旅行 

 ・スポーツ 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

定期的 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 月に１回 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   本人２１名、支援者２人 

 

① 及びグループの名前  

  富山市手をつなぐ育成会  みんなの青年の会 Ａグループ                      

② 表者名   毎年交代（選挙）    ③登録者数   ２３名     

③ 絡先 住所 〒 ９３０－００９４ 富山市安住町５－２１ サンシップとやま内                                     

        ℡ ０７６－４４２－８５３９    Fax ０７６－４１１－７２５５        

④ 及びグループからひとこと PR 

自分１人で参加できる本人が中心のグループ活動です。 

なんでも話し合って決めています。 

                                                                          



３．実際の活動場面の紹介 

  ＊ 活動の様子がわかる写真や資料、案内等があれば載せてください。 

 

 



「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

主にキーボードを主体に、ギターやドラム、ボンゴ、パーカッションで、自分たちの好きな 

音楽を演奏しています。演奏依頼があれば、ボランティアで演奏に出かけます。 

平成 30年３月に開催された、平昌ピョンチャンでの、パラリンピック関連イベントにも 

出演しました。 

  

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

  定期的に練習しています。  

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

  毎月 2回、第 2第 4の日曜日に、富山市の福祉プラザで練習しています。 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   本人：18名 

   支援ボランティア：9名 

   親：2名 

 

 

① 会及びグループの名前    ラブバンド                       

② 代表者名  富森 眞琴  

③ 登録者数   29名  

④ 連絡先 住所 〒930－0887 富山市五福 1744－8                                      

  ℡   076-442-3948        Fax 076-442-3948              

⑤ 会及びグループからひとこと PR 

音楽好きな人、いつでも大歓迎です。                                                                        



３．実際の活動場面の紹介 

  ＊ 活動の様子がわかる写真や資料、案内等があれば載せてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア) どのような活動をしていますか 

①テーマを決めての学習会、話合い、社会見学等 

（選挙・投票、将来の暮らし、グループホーム、金銭管理、防災、差別・虐待、 

公共交通機関の利用、消費トラブル、コロナウイルス・健康 など） 

②カラオケ、工作、スポーツ等のレクリエーション 

③県大会本人大会の内容、役割分担の話合い、リハーサル、大会後の報告会 

④全国大会、ブロック大会、県内外の研修会等への参加 

⑤県議会議員との意見交換会 

  

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

定期的に実施している。 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

1～２カ月に１回実施している。 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   本人（約２０名）、支援者（３～４名）、育成会事務局（１～２名） 

①会及びグループの名前   明るい立山の会                  

②代表者名 毎年、選挙で決めています    ③登録者数 45名  

④連絡先 住所  〒930-0094  富山市安住町 5番 21号       

        ℡ 076-441-7161     Fax  076-441-7255   

⑤会及びグループからひとこと PR 

２００７年に富山県で開催した全国大会をきっかけに、活動が始まりました。 

 自分たちの考えや思いを、行政、育成会、地域、家族にはっきり言えるように 

学習会などをしています。楽しい行事も行っています。 

最近、本人部会も高齢化が進んでいます、若い参加者が増えればいいな！ 

                                                                          



３．実際の活動場面の紹介 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

１ひながの会 平成７年４月発足 

 日永地区市民センターを会場に音楽に合わせて体を動かしたり、カラオケをしたりしてい

ます。 

年に一度バス旅行にいって、グループの親睦をしています。 

２サクラ会  平成７年４月発足 

 富田地区市民センターを会場にはり絵やハンドベル、カラオケをしていまうす。 

  年に２~３回ボーリング大会やクリスマス会にはケーキとご馳走を食べます。 

３おんなのこくらぶ 平成１９年１２月 

  女の子だけで、あさけプラザ調理室を利用し、料理が自分で出来るようにと始めました。 

今では練習した料理で、自分でお弁当を作ってきたり、家族に卵焼きを自慢している人も

います 

４おとこのこくらぶ 平成２４年６月 

男の子だけで、四日市市障害者体育館を利用し、ミュージックケアで体をほぐし、フライ

ングディスク、バスケット、ボッチャ、卓球、をしています。 

５四日市市手をつなぐ育成会ダンスチーム 令和２年４月発足 

  各種大会の応援のダンスを練習しています。 

  今年は令和３年の三重国体に向けて猛練習中 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

定期的 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

月に一度 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   16～３０人 

① 会及びグループの名前  四日市市手をつなぐ育成会（1ひながの会。2サクラ会。３おんなのこく

らぶ、４おとこのこクラブ、５四日市市手をつなぐ育成会ダンスチーム                        

② 代表者名 上川 かずみ     ③登録者数  ２３０人  

③ 連絡先 住所 〒 三重県四日市市尾上町３－１２                                     

        ℡  ０５９－３５３－８０３６   Fax    ０５９－３５３－８０３６  

④ 会及びグループからひとこと PR 

    本人・家族・指導者・支援員・その他が毎月楽しく活動しています。                                                                    



「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか（昨年の活動内容） 

 ・カラオケ同好会 

 ・ボッチャのゲーム（大会に参加） 

 ・東海北陸大会の本人部会に参加 

 ・その他育成会の余暇活動に参加し、受付や準備、片づけを手伝いなど。 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

今年度は新型コロナウイルス感染の影響でまだ、一度も活動がありません。 

昨年は定期的に行っていました。 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

  今年は活動なし。 

昨年は１ケ月に１回の実施で、カラオケ同好会として集まり、その中で次の活動予定など 

 話し合いもしています。 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

 １回の活動で本人１０人前後＋サポーター７人程度 

① 会及びグループの名前   本人活動部会「どーなつ」                        

② 代表者名 余暇活動部長 辻本 久美子 ③登録者数 ２５名（本人）      

③ 連絡先 住所 〒518-0615 三重県名張市美旗中村２３３９番地の１１   

        ℡0595-65-9577   Fax0595-66-5201 

④ 会及びグループからひとこと PR 

 平成２６年度から本人活動部会を立ち上げ、部会の愛称もみんなで決めまし

た。どーなつのように丸くつながって、仲良く活動しようという思いが込められ

ています。大好きなカラオケ、ボッチャも回を重ねるごとに上手になってきまし

た。念願の東海北陸大会にも参加できるようになりました。             

毎年４月には本人活動部会の総会を開催し、代表、副代表、また、カラオケの 

幹事、副幹事も自分たちで選び、会計などはサポーター（保護者）に支援して

もらいながら本人の皆さんが主体的に活動しています。 

                                                                          







 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・総会(年 1回)、定例会(月 1回程度)を実施し、行事の計画や会の運営についての話し合

い、喫茶をしながらのフリートークなどの実施。 

 ・季節ごとの行事の実施(お花見、BBQ大会、クリスマス会、日帰りバスツアー)。 

 ・会報(6月・12月)の作成。 

 ・大阪市育成会大会、全国大会などへの参加。 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

・概ね定期的。 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

・月 1回、毎月第 2日曜日に定例会または行事を実施。 

   今年度は新型コロナウイルスの影響で、定例会や行事を自粛していた。 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

  ・定例会…役員 9名程度、支援者…2名 

  ・行事…概ね全会員 

①会及びグループの名前   きずな会                        

②代表者名  藤井 恵          ③登録者数   18名   

④連絡先 住所 〒552-0001 大阪市港区波除 6－4－14              

        ℡ 06－6584－9261         Fax 06‐6584‐9262      

⑤会及びグループからひとこと PR 

    きずな会は地域生活援助事業所メープルの利用者や港区で一人暮らし

をしている人が参加しています。 

きずな会では月 1回定例会をおこない、行事を計画したりグループホー

ムや地域での生活について話し合ったりしています。行事ではたくさんの

仲間が集まって、みんなでお花見や BBQ、クリスマス会、バスツアーを楽

しんでいます。                                                                   



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・今年はコロナの影響で活動がおもうようにできませんでしたが、調理実習や日帰

り旅行、これからの自分たちの生活について話す日もあったり、他の本人会との交

流会や運動会もしています。 

 ・学習会 交通ルール、お金の使い方など外部講師を呼ぶこともあります。 

 ・ 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

月１回 第 4日曜日の午前中に活動しています。 

４月にみんなで、年間の予定を決めています。 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

月１回 

大阪大会、近畿大会、全国大会に参加するメンバーもいる。 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

 ３０名くらい  （本人と支援者合わせて） 

① 会及びグループの名前     大阪 ともだちの会                      

② 代表者名  会長：福原秀明、中島正恵  ③登録者数   45    

③ 連絡先 住所 〒 537-0023 大阪市東成区玉津 2-11-26                                     

        ℡    06-6748-0319         Fax  06-6748-0336             

④ 会及びグループからひとこと PR 

月１回、集まって活動をしています。４月に年間の予定をみんなで 

考えます。                                                                  



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・日曜教室(月 2回) 

   ①音楽教室②英会話③保健指導④美術⑤クラフト(ものづくり) 

   ⑥運動会⑦春の遠足⑧夏の宿泊合宿 他 

 ・学習会(ひかり学習会 18回/年  こんにちは学習会 17回/年 つばさ学習会 17回/年 

       こだま学習会 17回/年) 

 ・クラブ活動 

  ①料理②生け花③おもしろ工房④トトロクラブ(散歩)⑤クラフト⑥アート 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

   定期 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

   2回/月 

①会及びグループの名前  青年学級    

②代表者名  京都手をつなぐ育成会 会長 藤木恵     

青年学級担当理事 小谷 吉弘 上田克枝              

③登録者数    98 名      

④連絡先 住所 〒 606-8315   京都市左京区吉田近衛町 26番地の 72                                     

           ℡ 075-761-2285     Fax   075-761-2285            

⑤会及びグループからひとこと PR 

青年学級は、開設から 50年、1100回を超える生涯学習の場です。 

本人にとってかけがえのない学習の場であり、、友達との交流の場となって

います。、また親どおしの親睦や連携などに大きく貢献しています。 

 

                                                                          



 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

    本人 98名(登録人数)  のべ年間 1,200名の参加 

 











 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・福祉情報を知る研修会 

 ・レクリエーションとしてカラオケ等 

 ・全国大会・近畿大会への出席 

 ・全会員の子女を対象に１年間の活動の報告会 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

  はい 定期的にあります 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 毎月第三木曜日の１８：３０～行っています 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

    本 人・青年会元気の加盟メンバー１０名・ 

支援者・本人所属先の指導員３名／育英会の担当理事 

 

① 会及びグループの名前 神戸市手をつなぐ育成会 本人活動「青年会元気」 

② 代表者名 後藤久美子 ／ 本人代表 市川真一朗  

③ 登録者数  １０名  

④連絡先 住所 〒６５３－００１４ 神戸市長田区御蔵通４－２０５－２                                      

        ℡ ０７８－５１５－５２４２    Fax  ０７８－５１５１－５２４４      

④ 会及びグループからひとこと PR 

少ない人数ではありますが有意義な意見交換や余暇活動等を行っています 

 

                                                                          



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・料理教室    ・ボウリング教室 

 ・たんぽぽ（料理や工作） 

 ・動作訓練 ぐんぐん   ・音楽療法 チャチャチャ 

 ・さんだ AyeAyeバンド  ・和太鼓サークル ドンドン 

 ・本人部会（みんなの会・わくわく会） 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 ・本人部会（みんなの会・わくわく会）‐‐‐‐‐不定期 

 ・その他のサークル‐‐‐‐‐定期的 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 ・さんだ AyeAyeバンド  ・和太鼓サークル ドンドン‐‐‐‐‐月２回 

 ・その他のサークル‐‐‐‐‐月１回 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

 ・料理教室 １９名   ・ボウリング教室 １４名ぐらい 

 ・たんぽぽ（料理や工作） １６名 

① 会及びグループの名前  NPO法人 三田市手をつなぐ育成会                        

② 代表者名   市川修子          ③登録者数  ４７名      

③ 連絡先 住所 〒 ６６９－１５３３  三田市三田町２９－１４                                     

        ℡  ０７９－５６３－２９３３      Fax  ０７９－５６３－２９３３              

④ 会及びグループからひとこと PR 

 ・今年度より学齢部を中心に新しく【和太鼓サークル ドンドン】を立ち上げること 

ができました。 

                                                                          



 

 ・動作訓練 ぐんぐん  ６名    ・音楽療法 チャチャチャ  １０名 

 ・さんだ AyeAyeバンド １６名  ・和太鼓サークル ドンドン  １４名 

 ・本人部会（みんなの会 １８名・わくわく会 会員自由参加） 

 



「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか  ＊令和元年度の活動を書いています。 

・４月 テーブルマナー                ・５月 総会  

・６月 音楽を聴きに行こう（総社吹奏楽団）   ・７月 映画鑑賞（イオン岡山） 

・８月 勉強会「友だちについて」          ・９月 日帰り旅行（児島） 

・10月 育成会中国・四国大会すまいる大会  ・11月 スポーツ（ころがしドッジ） 

・12月 クッキング                   ・１月 新年会 

・２月 勉強会「健康について」            ・３月 ふれあいウォーク inツーデーマーチ 

                                   （毎年参加 昨年度はコロナのため中止） 

・毎月 第４土曜日 ボランティア活動(岡山駅前清掃) 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 ・定期的 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 ・月 1回活動＋ボランティア活動（第４土曜日） 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

    ・会員は  ５０名 

① 会及びグループの名前  岡山ももの会                         

② 代表者名（会長） 藤 井 和 恵      ③登録者数   ５０名 

④連絡先住所 〒700-0807 岡山市北区南方 2丁目１３－１ 岡山県手をつなぐ育成会                                      

        ℡ ０８６－２２６－３５３８     Fax ０８６－２２６－３５３９           

⑤会及びグループからひとこと PR 

平成９年に全日本手をつなぐ育成会全国大会（当時の名称）が岡山市で開催さ

れ、本人部会の運営に参画するために誕生した本人の会で、２３年目を迎えまし

た。現在の会員は５０人で、毎月の行事の運営を頑張っています。（社福）岡山市

手をつなぐ育成会の職員の方に支援してもらっています。 

                                                                          



    ・支援者  ４７名（社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会の職員） 

    ・参加人数は、行事ごとに異なります。 

 





















 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 

 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・和太鼓の練習 

・年に数回発表の場があり、それに向けて練習をしている。 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 定期的 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 毎月２回 第２、第４土曜日に活動している。 

 (練習時間は１時間) 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   本人１５名、家族１０名、指導者１名 

 

 

① 会及びグループの名前  いくせい太鼓(呉市手をつなぐ育成会) 

② 代表者名    出島 奈津子    登録者数  １５名  

③ 連絡先 住所 〒737-0051広島県呉市中央 5丁目 12-21呉市福祉会館 3階 

        ℡ 0823-24-2260   Fax 0823-24-2568 

④ 会及びグループからひとこと PR 

現在１５名(男性１１名、女性４名)のメンバーで活動しています。 

太鼓本舗かぶら屋の賴常智子先生のご指導のもと「明るく、元気に 

のびのびと!!」をモットーに太鼓を楽しんでいます。 

                                                                          



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 

 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・毎月第３日曜日に集い、各種イベントに出演する計画を立てたり、 

 レクリエーションの計画を立てて実施(計画日に)している。 

 午後は歌を歌っている。 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 毎月第３日曜日は定期的。 

 レクリエーション、イベント出演は不定期。 

 ほぼ年間行事が決まっている。 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 毎月１回 

 イベント出演は年４回程度 

 レクリエーションは年５回程度 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   １０～２５名 

 

① 会及びグループの名前  本人部会・歌う会(呉市手をつなぐ育成会)    

代表者名    城本 房江   録者数  ２０名  

② 連絡先 住所 〒737-0051広島県呉市中央 5丁目 12-21呉市福祉会館 3階 

        ℡ 0823-24-2260   Fax 0823-24-2568 

③ 会及びグループからひとこと PR 

   毎月集まるのを楽しみにしています。みんなと意見を出し合って、 

  いろんな計画を立て、自分に自信が持てるようになりました。 

   たくさんの人に入ってもらいたいです。         



  
 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・パソコン教室（講師に入力などをおしえてもらっています） 

 ・絵画教室    ・習字教室    ・生け花教室 

 ・体操教室（今年度はコロナの影響で開催なし） 

 ・買い物 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 ・定期活動 （パソコン教室・絵画教室・習字教室・生け花教室・体操教室） 

・不定期（買い物，外出） 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

毎週日曜日に開催。各教室は月 1回です。 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

  本人５～７名，支援者 2名程度 

① 会及びグループの名前  竹原市手をつなぐ育成会，すずらんの会                         

② 代表者名 垣内理一郎            ③登録者数   5名    

③ 連絡先 住所 〒７２５－００２４                                      

        ℡   ０８４６－２２－１９８８        Fax ０８４６－２２－１９８８              

④ 会及びグループからひとこと PR 

毎週日曜日に楽しく余暇活動をしています。 

                                                                          



「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・ボランティア活動（神辺育成会近隣の公園の草取り） 約 25名 

 ・ふれあい祭り（年に 1回、近隣の中学校の体育館を借りてミニ運動会：親は豚汁作り） 約 80名 

 ・調理、ボウリング等   調理 20名・ボウリング 40名 

   ・又村あおいさんを招いて、研修会を開催  今まで 2回行ってそれぞれが約 80名 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

・定期的に行っています 

  

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 ・研修会、ふれあい祭り、ボウリング大会は年 1回 

 ・ボランティア活動は、年 2回 

 ・調理は、年 2～3回 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

  ・上記に記載 

    ※支援者は、近隣の障害福祉サービス事業所の職員さんたち（ふれあい祭り・研修会のみ） 

      調理、ボランティア、ボウリング等は、親が 3～6名くらいで見守り 

① 会及びグループの名前     神辺育成会「さくらの会 」                   

② 代表者名  会長 兼森 路子     ③登録者数  ７２名     

③ 連絡先 住所 〒720-2125  広島県福山市神辺町新徳田二丁目 162番地   

        ℡ 084-960-3722      Fax  084-960-3723      

 

④ 会及びグループからひとこと PR 

会員同士が声をかけ合って活動に参加しています。 

新しい若い仲間が増えて、ますます元気になりました。 

                                                                          



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・調理実習 

 ・スポーツの練習、ボウリング大会 

 ・清掃ボランティア活動 

 ・日帰り旅行、遠足 

 ・クリスマス会、新年会 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 ・不定期（毎月決めた日に活動しているのではなく、年間計画（本人役員会で決定）に基

づいて活動 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 年間 

 ・役員会（７回） 、スポーツの練習（２回）、調理実習（４回、クリスマス会含） 

  カラオケ大会（１回新年会）、日帰り旅行（１回）、遠足（１回）、ボウリング大会（１回） 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

  ・本人２０名、 支援者３名、家族５名 

 

①会及びグループの名前  仲良し会                     

②代表者名        岡本 仁     ③登録者数   ４０     

④連絡先 住所 〒720-0032 福山市三吉町南二丁目１３番２７号       

        ℡  084-922-1138           Fax  084-922-1138       

⑤会及びグループからひとこと PR 

    ○ 本人たちが決めた行事、スポーツ、役員会等を行なっています。 

  ○ 自分たちが、公共交通機関を出来るだけ利用して、活動しています。 

                                                                        



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・学習会 

 ・料理教室  ・ヨガ教室 

 ・バスハイク  ・一泊旅行 

 ・ボウリング 

 ・総会  ・新年会 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

定期的 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

毎月 1回実施 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

行事によって参加人数は変動あり。大体、平均 50名前後の本人さん達と支援者 2名。 

 

 

 

① 会及びグループの名前  広島フレンドの会                  

② 代表者名  右手 義則         ③登録者数  104名   

③ 連絡先 住所 〒733-0004 広島市西区打越町17-27 （社福）広島市手をつなぐ育成会内                         

        ℡ 082-537-1772           Fax 082-537-1778     

④ 会及びグループからひとこと PR 

〇4月に年間の行事を自分（本人）たちで決めている。（本人主体） 

〇学習会を通して知らないことを知る機会がある。 

〇仲間づくり、友達の輪が広がる。 

                                                                          



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・総会・役員会 

 ・県大会（下見を含め事前準備を行う） 

 ・広報作成 

・勉強会 

・新年会（宿泊も含む） 

・宿泊訓練 

・スポーツレクリエーション 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

定期的 年間スケジュールが決まっている。 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

・役員会は 2か月に 1回程度 

・広報委員会は 9月より 3回程度 

・宿泊訓練は年 1回 

①会及びグループの名前  きららの会                         

②代表者名   高木 美穂         ③登録者数  60人      

④連絡先 住所 〒753-0072 山口市大手町 9-6 山口県社会福祉会館内                                     

        ℡ 083-925-2424           Fax 083-925-2212              

⑤会及びグループからひとこと PR 

    平成 25年度から活動しています。 

  仲間たちが楽しく仲良く積極的に社会での活動や話合いを行うことを 

 目的にしています。 

                                                                     



 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   本人と支援者 

  各行事 25人程度 



本人 主体的 参加 活動 紹介  
 

活動 実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 本人 集 行 活動内容 記載 下  

) 活動  

 総会 前年度活動 会計報告 本年度 活動計画  

 勉強会 暮 役立 情報 福祉制度 使 健康 勉強  

年 教室    

年 消費者 悪徳商法 被害  

 川県本人大会 行政 人 囲 育成会大会参加報告 研修会  

行政 方 招 障害福祉 関 時事 疑問 思 生活 困  

伝 情報 知 事前 会員 質問 募 答  

 

大会 参加 会員 分科会 報告 感想 発表 

本人主体 活動 会 先立 永年 地域 働 自立 豊 生活 送 努

力 続 仲間 模範 人 理事長表彰 行  

 交流会 楽 仲間 交友 深  

    年 抹茶   年 手作 焼  

    年 日帰 旅行 美術 旅 in愛媛  

 運営役員会 年 回程度  

   各行事 企画 運営 当日 役割分担 打 合 終了後 反省 感想 意見交換 行 

 

会及 名前  川県手 育成会 本人 会 夢 翼    

代表者名   会長 能見 勘一      登録者数   ０名  

連絡先 住所 761-8041 川県 松市檀紙町八幡 番地       

               Fax     
会及 PR 

 会 名前 夢 翼 私 夢 限 広 一

夢 実現 願 決 仕事

住 慣 地域 自分 心豊 暮 目標 活動

願  

                                                                          



活動 実施 定期的  不定期  

 定期的 

 

定期的 実施 場合 頻度 教  

 行事 年 回 

月 総会  月 勉強会  月 川県本人大会  月 交流会 

 運営役員会 年 回 

   月 総会前打 合 回 月 本人大会打 合 回 各行事終了後 回  

 

参加人数 本人 支援者 家族 地域住民 他  年度 

   総  会 名 会員 名 保護者 名 支援者 名   

   勉強会 名 会員 名 保護者 名 支援者 名 講師 名  

   川県本人大会 名 会員 名 保護者 名 来賓 行政 名 支援者 名 

表彰関係 名 受賞者 名 講師 名  

   交流会 名 会員 名 支援者 名  

   

実際 活動場面 紹介 

   活動 様子 写真 資料 案内等 載  

総会 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

総会資料   総会 様子 

 行 場所  

風船 使  2019年 



 

 

 

                          大会  2018年 

勉強会 

                                              

 

 

 

 

 

                                                   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川県本人大会 

 

 

 

 

 

理事長表彰  例年 地域 働 10名程度 仲間 社会自立 努力 称  

2019年 消費者 悪徳商法 被害  

消費生活 方 講師 迎 詐欺 悪質 消費  

知  

気 困  

学 怪 誘  

断 力 磨 啓発 DVD 視聴  

 

2017年 

暮  

相談支援専門員 方

助言  

2018年 

教室  

方 呼 操作 仕方 利用

気 危険 教

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人大会 様子  行政 人 囲 質疑応答  

研修会 美 健康 環境  

美容師 講師 願 洗剤 日用品 

環境 人体 与 影響 学習  

 名前  

  豪華 景品 当 盛 上  

2016年 

 

班 分  

自分達 食  

作  

2017年 抹茶  先生 作法 教 緊張 一服 楽  

2018年 手作 焼  生地 手作 焼  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 

日帰 旅行 

美術 旅 in愛媛  

菓子  手巻 体  

中華   美術 見学 

車内  

記念写真 



 

 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・定例会 

 ・食事会 

 ・行楽・旅行 

 ・市内の催し物への参加 

 ・各本人大会への参加 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 ・定期的 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 ・月１回開催 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

  ・実行委員１０名、支援者 

 

① 会及びグループの名前   あすなろ会                       

② 代表者名  田村大輔         ③登録者数    ９０名 

③ 連絡先 住所 〒 782-0047 高知県香美市土佐山田町１６８９－１ 

④ ℡ ０８８７－５３－７２３０    Fax ０８８７－５２－８２３１  

⑤会及びグループからひとこと PR 

                                                                          



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・本人大会の実行委員 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 定期的 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 4月～7月の大会まで月に 2回程度、大会終了後に 1回 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   16名 

 

①会及びグループの名前   いちばん星の会              

②代表者名 未定（会議で決定だが、開催できていないため）  

③登録者数  8名   

④連絡先 住所 〒689-0201 鳥取県鳥取市伏野 1729-5              

        ℡ 0857-59-6344    Fax 0857-59-6341  

⑤会及びグループからひとこと PR 

・友だちをいっぱいつくる。 

・レクリエーションやスポーツを行い、交流と親睦をはかる。 

・仲間と相談しながら、自分たちの生活について考え、ともに学ぶ。 

を目的に、より多くの人に楽しんでもらえるよう大会の企画・運営をしています♪                                                                    



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・つどいの会 49 人；総会・仲間新聞発行・勉強会・宿泊研修・国際交流・ボランティア活動

など 

 ・みどりの会７２人；料理教室(年 2回)、日帰り旅行（年１回）など 

 ・サークル；バドミントン・卓球・野球・テニス教室・３Ｂ体操・どじょうすくい・歌の会・手芸・

踊りの会など  サークルのみ参加２８人 

 ・合同で；警察学校生徒さんと城山ウォーキング・発表会・新春パーティー 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 発表会は各年、新聞発行は年２回、つどいの会の総会で波線の中から決める 

 サークルハテニス教室のみ年６回、その他は月１回 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 上記の通り 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

 【例】城山ウォーキング；本人５０人、警察学校生徒７０人、教官５人、支援者・家族数名ずつ 

 

 

 

①会及びグループの名前  松江市手をつなぐ育成会本人部会                         

②代表者名 つどいの会会長：森下和人      ③登録者数  １４９人      

④連絡先 住所 〒690-0852  松江市千鳥町 70番地                                    

        ℡                   Fax               

⑤会及びグループからひとこと PR 

  今年はたくさんやろうとしていたことが、前半はまったく中止となりました。み

んなにコロナの時の過ごし方を書いてもらって新聞を作りました。 

 楽しみにしていた新春パーティーも食事をはさむのでやめることになりました

が、1月に警察音楽隊による演奏会が大きなホールで出来る事になりました。                                                                      



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・本人部会（会員）と育成会のある地域の高齢者団体（老人クラブ）会員が、年数回、近隣

の名所及び公園等へ車を利用して出かけ、交流支援研修会を実施し、研修体験を参加

した支援者とともに感想文にして、研修会等で本人が練習したり発表したりしています。 

 ・ 

 ・ 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 不定期です。 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

  今年は７/１１と１０/３に実施し、２３名と 21名でした。 

 

 

①会及びグループの名前  益田市手をつなぐ育成会本人部会                        

②代表者名 兼子（美濃地淳二）         ③登録者数        

④連絡先 住所 〒698-0036  益田市須子町 3-1 ひまわりの家内 育成会                                      

        ℡                   Fax               

⑤会及びグループからひとこと PR 

  障がいのある本人と地域の高齢者とがお互いを支援して交流研修をして

います。                                     



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・研修・レク（グループホーム等の見学、観光施設等での体験、バーベキュー、昼食） 

 ・ 

 ・ 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

  定期的 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

  年１回 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   １５人位 

 

 

①会及びグループの名前  平田手をつなぐ育成会                         

②代表者名 会長 田中 修         ③登録者数   １０人     

④連絡先 住所 〒                                  

        ℡                   Fax               

⑤会及びグループからひとこと PR 

                                                                          



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・市の旅行事業にあわせ、育成会も参加している。 

 ・ 

 ・ 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

  年１回 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

  参加者は低迷している。 

 

①会及びグループの名前 安来市手をつなぐ育成会                          

②代表者名 会長 立賀 早苗         ③登録者数        

④連絡先 住所 〒692-0066 安来市飯梨町 303-1 梨の木園内                                      

        ℡                   Fax               

⑤会及びグループからひとこと PR 

                                                                          



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・バスハイクなど史跡・博物館などを見学 

 ・ボッチャなどのスポーツ交流 

 ・カラオケ、新年会などの交流・親睦会 

 ・定例会（月 1回） 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

・定期的 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

・月 1回を原則として実施 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   ・定例会は支援者、本人などで 12～15人 

   ・行事の時は 15～50人程度 

   

※ 今年は 11月にバーベキュー大会を開く予定にしています。 

 

  

①会及びグループの名前       未来の会                    

②代表者名 砥綿 博（とわた ひろし）  ③登録者数  10名    

④連絡先 住所 〒820‐0504 嘉麻市下臼井 1083‐39                                     

        ℡                   Fax  0948‐62‐2182   

  支援者 平塚富士雄 〒820-0506嘉麻市平山 193 090‐7924‐4795 

⑤会及びグループからひとこと PR 

 本人活動部として、唯一福岡県手をつなぐ育成会に正会員として入会。 

 自分の会だけでなく、県内の本人部会の交流などを実施しています。 

                                                                          



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・茶話会・クリスマス交流会・ボッチャなどのスポーツ交流会 

 ・リサイクルバザーへの出店（今年度は中止） 

 ・定例会（月 1～２回） 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

・定期的 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

・運営のための本人スタッフ会議（月 1回） 地域支援者スタッフ会議（月 1回） 

・イベントは 2か月に 1度（本年度は難しい状況） 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

   ・定例会は支援者、本人などで 1～15人 

   ・行事の時は３０～50人程度 

   

 

 

  

①会及びグループの名前    どらえもんの会 （手をつなぐ育成会かすが）                  

②代表者名 茨木 智沙  ③登録者数  ４0名    

④連絡先 住所 〒816‐0851 春日市昇町 3‐105 春日市社会福祉協議会内                                     

        ℡/Fax 092‐517‐1624         

⑤会及びグループからひとこと PR 

 春日市のいろんな方と本人活動で交流しています。 

 県内の本人部会との交流もしています。 

 今年はコロナで予定した活動ができません。                                                                          



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・なかまの会 作業所で朝礼の時に歌う歌を毎月決めます。（みんなが意見を出し合い決

定します。） 

 ・クリスマス会・誕生会などイベントをするときは、何をしたいか意見をまとめて育成会や

作業所の職員に提案します。イベント時の役割も、みんなで話し合い、分担します。 

 ・ 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 定期的 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 隔週木曜午後 2時 30分より 1時間程度 

 

 

① 会及びグループの名前    きんききっず                       

② 代表者名   河村 純
すみ

            ③登録者数  22    

③ 連絡先 住所 〒 836-0003 大牟田市大字唐船 264-1   

        ℡ 0944-53-4896                  Fax 0944-332-9896              

④ 会及びグループからひとこと PR 

      なかまの自治会です。なかまたちで運営され、職員から手伝ってもら

うこともありますが、できる限り自分たちで頑張ります。                                                                    



エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

    本人 20人程度 職員 3～4名 



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・筑豊地区障がい者ボウリング教室（２回/月）・・・１０年目 

 ・フライングディスク大会（１回/年）・・・・６年目 

 ・にこにこスポーツ交流会（１回/年）・・・まちづくり協議会と共催・・・５年目 

 ・あめんぼクラブ（２回/月）・・・２０年目 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 定期的です。 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

上記の通りですが、コロナウイルスの感染状況拡大防止のため 

今年度は、「ニコニコスポーツ交流会」と「あめんぼクラブ」の開催は未定です。 

 

 

① 会及びグループの名前  飯塚市手をつなぐ親の会                           

② 代表者名 野上 和男 （担当藤原克美） ③登録者数 ７０名       

③ 連絡先 住所 〒820-0115 福岡県飯塚市仁保２３２－３１                                      

        ℡ ０９４８－８２－１７８７     Fax ０９４８－８２－１７８７              

④ 会及びグループからひとこと PR 

障がい者スポーツ指導員のネットワーク（筑豊地区４４名在籍）を活用し 

リクリェーションや障がい者スポーツ、またまちづくり協議会や地域自治会と 

合同で行事等を行っています。 

                                                                          



 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

筑豊地区ボウリング教室（本人 １５人・指導員 ３名・支援員 １名） 

フライングディスク大会（本人 ２０名・保護者 １５名・指導員 ３名・ 看護師 １名・ 

               介護士 １名・介助員 ５名）＊令和２年度実績 

ニコニコスポーツ交流会（本年度未定・昨年度参加者６０名） 

あめんぼクラブ（本人 ９名・指導員 ２名） 

 



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・役員会、総会 

 ・勉強会 

 ・社会体験バス旅行 

 ・現地研修会 

 ・環境ボランティア（イベント会場のごみ拾い） 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 ・定期的 

 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

   1回/月 

 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

     活動内容にもよるが平均５０％の出席率 

① 会及びグループの名前    えがおの会                       

② 代表者名  寺崎  真由美      ③登録者数   79人     

③ 連絡先 住所 〒840-0851                                      

        ℡ 0952-29-7342    Fax  0952-29-7342  

④ 会及びグループからひとこと PR 

     会員自らが事業計画段階から参画し、本人自らが社会参加活動を実行 

し、事業の振り返りをして、次のステップにつなげています。                                                                     



「本人の主体的に参加している活動」アンケート回答③ 

社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育成会 

 

１． 活動の実施主体 

① 会及びグループの名前 本人部会『FICS』 

② 代表者名  

③ 登録者数 １８名 

④ 連絡先 〒852-8134 長崎市大橋町１９-１９ 

   TEL 095-845－5677   FAX 095－841-9778 

⑤ 会及びグループからひとこと PR 

平成１２年に設立された当会の本人部会 FICS は Friend（友だち）、I（わたし）、

Communication（交流）、Society（社会）の頭文字をとったもので、設立当時のメ

ンバーで決めたものです。現在は２名の支援者といっしょに自分の意見を言ったり、

人の話を聞く場として活動しています。 

また近年では他法人の本人会との交流も積極的に行っています。 

 

２． 活動内容 

ア） どのような活動をしていますか 

・年間でテーマを決めての話し合い、「みんなで知る見るプログラム」研修会 

・クリスマス会、ハイキングなどの開催など 

 

イ） 活動の実施は定期的ですか？不定期ですか？ 

定期的 

 

ウ） 定期的に実施の場合の頻度 

 ３か月に２回年間８回、日曜日 ２時間程度（内容によっては２時間半） 

 

エ） 参加人数 

 本人１０名前後（ヘルパー同伴可）、支援者２名 

 

３．実際の活動場面の紹介 

活動は市の障害福祉センターの部屋をお借りして行います。 

 

 

 



「本人の主体的に参加している活動」アンケート回答① 

社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育成会 

 

１． 活動の実施主体 

① 会及びグループの名前 『おたのしみ倶楽部』 

② 代表者名 

③ 登録者数 ２８名 

④ 連絡先 〒852-8134 長崎市大橋町１９-１９ 

   TEL 095-845－5677   FAX 095－841-9778 

⑤ 会及びグループからひとこと PR 

平成 11 年に始まった「おたのしみ倶楽部」は現在、みんなで考えた年間計画に基

づいて支援者 2 名（親）といっしょに活動を続けています。短い時間ではあります

が、顔なじみが集まるので、みなさん毎月楽しみにしていらっしゃいます。 

 

 

２． 活動内容 

ア） どのような活動をしていますか 

・調理、創作、カラオケ、スポーツ、散策など 

 

イ） 活動の実施は定期的ですか？不定期ですか？ 

定期的 

 

ウ） 定期的に実施の場合の頻度 

 月１回 第２日曜日（行事の関係で変更になる場合あり） ２時間程度 

 

エ） 参加人数 

 本人１０名前後、支援者（親）２名 

 

 



「本人の主体的に参加している活動」アンケート回答④ 

社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育成会 

 

１． 活動の実施主体 

① 会及びグループの名前 本人生活講座『フラワーアレンジメント』教室 

                 『書道』教室 

② 代表者名 吉井裕子 

③ 登録者数 『フラワーアレンジメント』17 名 

     『書道』8 名 

④ 連絡先 〒852-8134 長崎市大橋町１９-１９ 

   TEL 095-845－5677   FAX 095－841-9778 

⑤ 会及びグループからひとこと PR 

『フラワーアレンジメント』教室は平成 8 年、『書道』教室は平成 12 年に始まりま

した。どちらもプロの先生にご指導いただいています。みなさん熱心に取り組まれ、

ご指導の先生方も障害のある方たちを理解していただき、分かりやすく丁寧に教え

てくださっています。 

 

２． 活動内容 

ア） どのような活動をしていますか 

フラワーアレンジメントは先生が活けたお手本のアレンジメントを参考にしながら、

活けていきます。書道はどんな言葉を書きたいかそれぞれが決めて、その字を先生に手

本に描いていただき模写しながら練習しています。 

 

イ） 活動の実施は定期的ですか？不定期ですか？ 

定期的 

 

ウ） 定期的に実施の場合の頻度 

 フラワーアレンジメント教室は月２回第 2、第 4 土曜日 

 書道教室は月 1 回第 4 土曜日 

 

エ） 参加人数 

 フラワーアレンジメント教室は 10 名前後 

 書道教室は５名程度 

 

   



「本人の主体的に参加している活動」アンケート回答② 

社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育成会 

 

１． 活動の実施主体 

① 会及びグループの名前 『夢くらぶ』 

② 代表者名 

③ 登録者数 長崎市育成会の会員であれば登録の必要なし 

④ 連絡先 〒852-8134 長崎市大橋町１９-１９ 

   TEL 095-845－5677   FAX 095－841-9778 

⑤ 会及びグループからひとこと PR 

学校を卒業した人の余暇活動の充実を目的に、長崎市手をつなぐ育成会の日中一時

支援事業タイムケア型“チャレンジクラブフレンズ”の活動に連動して会員向けに

行っている本人活動です。公共交通機関の利用や公共の場所への外出、イベントへ

の参加、調理、創作など、様々な体験ができるような内容になっています。集合解

散場所への行き帰りや活動中安全面に不安のある方はヘルパー同伴で参加される

方も多くいらっしゃいます。 

 

２． 活動内容 

ア） どのような活動をしていますか 

・調理、創作、カラオケ、スポーツ、散策、映画、バスハイク、レクレーション、イベ

ントへの参加など 

 

イ） 活動の実施は定期的ですか？不定期ですか？ 

定期的 

 

ウ） 定期的に実施の場合の頻度 

 土曜日、日曜日、祝日の５時間程度 

 

エ） 参加人数 

 本人１０名前後（ヘルパー同伴可）、支援者１名 

 

 

 

 

 

 







 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・お茶・フラワーアレンジメント 

 ・調理実習   

 ・本人部会  長崎市の本人部会「きずな」との交流や野外学習 

          年２回駅前周辺の清掃活動 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

  調理は、第１日曜日 

  お茶・フラワーは、第３日曜日 

  本人部会・・月１回部会 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

  毎月 1回 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

    調理・・・本人１５名  支援者（保護者）３人 

    お茶・フラワー・・・・本人１０名  保護者３名  講師２名 

① 会及びグループの名前 （諫早市手をつなぐ育成会・余暇活動部・本人部会）                      

② 代表者名  部会の長は保護者になっています。              

③ 登録者数   ２０名     

④ 連絡先 住所 〒 ８５４－００４５ 長崎県諫早市新道町９４８番地                                     

        ℡  ０９５７－３５－８８３３         Fax               

⑤ 会及びグループからひとこと PR 

本人部会を除くと室内の活動なので、コロナ禍、密を避けるために野外 

活動を検討してほしい。（事務局より）                                                                       



 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・ボーリング大会 

 ・バス 1泊旅行(日帰りバスハイク) 

 ・クリスマス会 

 ・自己決定についてなど「又村さん講習会」 

 ・防災を意識したキャンプ 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

・定期のものや、希望によって単発的な計画もあります。 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 総会、クリスマス会、・・・毎年 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

  行事により違いがありますが、20名～50名 

①会及びグループの名前  日向市手をつなぐ育成会本人活動部会「ドリーム」                         

②代表者名  池上  明       ③登録者数 約 40名 

④連絡先 住所 〒８８３－００２１宮崎県日向市財光寺 7309－9                                      

        ℡ 0982－66－7270      Fax  0982－66－7271 

⑤会及びグループからひとこと PR 

 毎年 6 月の総会で、役員を選び、活動予定を決めます。行事は日向市手を

つなぐ育成会本部や施設職員、家族が準備を手伝います。今年は新型コロナ

ウィルス関連の規制があり現在までに、総会に代わる食事つきミーティング

だけです。 日向市の活動助成委託も頂いています。                                                                   



 

 

「本人が主体的に参加している活動」の紹介アンケート 
 

１．活動の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動内容 （本人が集まって、行っている活動内容を記載して下さい） 

ア)どのような活動をしていますか 

 ・１日遠足 

 ・１泊旅行 

 ・年賀状づくり・忘年会 

 

 

イ）活動の実施は定期的ですか？ 不定期ですか？ 

 

  定期的 

 

ウ）定期的に実施の場合の頻度を教えてください 

 

  第３日曜日 

 

エ）参加人数 （本人・支援者・家族・地域住民・その他） 

    １９名 

① 会及びグループの名前   あ ゆ み 会      

② 代表者名 宮 脇 隆 一／ 田 畑 光 一 ③登録者数  ２９   

③ 連絡先 住所 〒８９１－０１０２   鹿児島市星ヶ峯２－１－１           

        ℡ ０９９－２６４－８７２５    Fax ０９９－２９６－８１８０   

④ 会及びグループからひとこと PR 

あゆみ会は，学校卒業後，職場や施設または在宅で働く人の集まりです。 

毎月お互いの情報交換の場です。行事への参加やスポーツを楽しみ，何よ

り大きなストレス解消の場でもあります。社会参加と生活の自立を目指

します。                                                                        


