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DREAMS

COME

TRUE!!

平成22年４月「働く場」を設立します。
平成10年に活動を開始したまほうのらんぷの会員の子どもたちも18歳になり、４月には社会人になり
ます。当初からの目標である「障がい者の『働く場』」が必要な年齢に成長しました。
現在、4月の「働く場」オープンに向けて急ピッチに準備が進められています。

僕らは、３月に高校（三好養護学校）を
卒業し、４月には社会人です。

『しごと、がんばります!!』

平成10年に活動を開始して、「夢は大きく持ったもの
の・・・」。どのように活動をしていけばよいか分からず、
手探り、そしてたくさんの方にご指導いただきながら、こ
こまで活動を続けてくることができました。
活動開始直後から、継続的に関わってくれているボラン
ティアさんもたくさんいます。学生時代にボランティアに
参加して、社会人になっても年に数回顔を出して、子ども
たちの成長を共に喜んでくれる人もたくさんいます。平成
17年から始めた会員制度で、一緒に活動を楽しんできた
利用会員、また継続的に支援していただいています賛助
会員。会員やボランティアさん含めて、まほうのらんぷが
構成されています。夢の実現にはみなさんの協力があっ
てこそです。本当にありがとうございます。
活動開始直後、ボランティア講座を共催していただいた
豊田市社会福祉協議会様、そして社会貢献活動として、
トヨタ紡織様、東海理化様、東海理化労働組合様、また
継続的な職場体験に協力をしていただいたカレーハウス
ココ壱番屋豊田田中町店などを経営するワイズ様、多く
の企業の方に支えられてきました。
そして、私たちの同じような活動をする団体や福祉施設
の方にもたくさんのことを教えていただきました。
本当にありがとうございました。
みなさんに支えられた「夢」を叶えます。

今後、障がいがあっても誇りを持ち働ける場所の経営と、親が高齢になっても安心して生活ができるように、ケア
ホームなどの設立に向けてNPO法人まほうのらんぷとして活動を展開します。
また、ケアホームの資金集めを目的とした「まほうのらんぷモア」が活動を開始し、募金箱の設置などを積極的に
展開していきます。「NPO法人まほうのらんぷ」「まほうのらんぷモア」共々、今後ともよろしくお願いします。

目標額まであと３００万円!!

寄付にご協力お願いします。

今年４月に迫った障がい者の働く場設立に向けて、目標金額１５００万円を目指し活動してきました。２月1
日現在、目標額まで300万円！あと一歩です。
できる限り、コストを抑えて準備をしていますが、障がい者でも安全で安心して仕事をする働く場にするため
には、整備投資など多額な費用が必要です。

ぜひ皆さんのお力を貸してください！
●１口／１，０００円（何口でも構いません）
振込先 豊田信用金庫 本店 普通口座９０４５７８５
特定非営利活動法人まほうのらんぷ 理事谷澤雄樹
（とくていひえいりかつどうほうじんまほうのらんぷりじたにざわゆうき）

ワイズプレゼンツ：クリスマス会!!
職場体験や模擬店でも大変お世話になっているカレーハウスココ壱番屋豊田田中町店など、愛知県内１５店
舗のココ壱番屋を経営する株式会社ワイズ様が１２月２０日にクリスマス会を開いてくださいました。職場体験以
外にも「何か楽しいことをやりたい」というワイズ社員様からの提案がきっかけではじまり、今年で２回目の開催
となりました。
まほうのらんぷの会員とワイズ社員の方とケーキ作り、食事、ゲームをして楽しい時間が過ごせました。企画、
準備など大変であったことと思いますが、「みんなで楽しもう」という気持ちが伝わってきて感激しました。
本当にありがとうございました。
ココ壱番サンタ登場！
プレゼントは
今日の写真入りの
フォトフレームです。
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世界No.1ココ壱カレー！
昼食はカレーを頂きました。
本当においしかったね。
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クリスマスケーキ完成！ケーキを前にハイポーズ

こんなことしています！!
●イエローレシートキャンペーン参加
イオン株式会社の社会貢献活動のひとつである「イオン幸せの黄色いレシー
トキャンペーン」に登録させていただいています。これは、毎月11日のイオン・
デーに発行される黄色いレシートを、ジャスコのお客様が地域のボランティア
団体などの名前と活動内容を書いた投函BOXに入れ、その集まったレシート
金額合計の1％が、その団体の希望する品物で寄贈されるというキャンペー
ンです。平成１６年３月から参加させていただいており、今年で６年目を迎えよ
うとしています。これからも私たちの活動を応援してもらえるようがんばってい
きますのでよろしくお願いします。

●給食セット
バザー等で給食セット（大袋、ナフキン、箸入れ）を販
売しております。全てボランティアさんの手作り品です
ので丈夫で長持ち。

セット価格８００円です。

広がれ仲間の

輪（わ）、話（わ）、和（わ）。

今回はいつも活動を支えてくださっているボランティアさんの森山尚登さんを紹介します。

Ｑ

まほうのらんぷのボランティアに参加したのはいつからですか

Ａ

大学２年生です。２年前になります！好きな食べ物はキャベツでした！

Ｑ

まほうのらんぷでボランティアをはじめたきっかけは？

Ａ 大学に入りダウン症の子たちと仲良くなる機会がありました。それまで障がい
のある人と接した経験が全然なかった自分は、「こんなに普通でいいんだ」と衝撃
を受けました。それまでの自分はすごく難しく考えていました。それからはもっとい
ろんな子と接してみたいと思い、先輩の誘いもあって参加しました。

Ｑ

活動を続けて来て思うこと、感じることはなんですか？

Ａ いつもすごく楽しんでます！特にチャレンジらんぷのカラオケは、歌あり踊り
ありコールありで大盛り上がりです。行くたびに元気をもらっています！また楽しい
だけではなく、ボランティアとしての立場や障がいのことなどたくさん学ばせていた
だきました。

Ｑ

まほうのらんぷへメッセージをお願いします

Ａ これからも頑張ってください。新しい拠点はどうやら僕の家のすぐ近くみたいなので、力になれるときはい
つでもかけつけますよ！これからのまほうのらんぷを楽しみにしています。
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三好養護学校校外実習反省会
豊田市障がい者自立支援協議会傍聴
豊田産業文化センターフリマ
トヨタ紡織株式会社様訪問（寄付受取）
イエローレシートキャンペーン（豊田ジャスコ）
岡崎イオンフリマ、 浄光こども園バザー
チャレンジらんぷ「五目御飯をつくろう」
愛知トヨタ豊田営業所ウェルキャブステーション1周年
ふれあいウェルキャブウィーク出展（～１５日）
豊田ほっとかんフリマ
美山小学校バザー
ＮＰＯ法人会計基準勉強会参加
広川台小学校バザー
ＮＰＯ法人ほっとほーむよっといでんバザー
豊田市障がい者計画推進懇話会
イエローレシートキャンペーン（豊田ジャスコ）
チャレンジらんぷ「ボーリング」
サービス管理責任者研修（生活介護）（～１６日）
いっぽいっぽの会勉強会講師
ワイズプレゼンツ クリスマス会
豊田スタジアムフリマ出店
豊田ほっとかんフリマ出店
NPO法人スモールワンシンポジウム参加
豊田スタジアムフリマ出店
チャレンジらんぷ「カラオケ」
豊田スタジアムフリマ出店
イエローレシートキャンペーン（豊田ジャスコ）
豊田ほっとかんフリマ出店
チャレンジらんぷ
NPO法人まほうのらんぷ理事会
「カラオケ」の様子。
エンジェル講演会参加
新春歌い初めです。
豊田産業文化センターフリマ出店
楽しく、愉快に
歌えました。
本当に楽しかったネ。

賛助会員さんを募集してます！
運営費は、ほとんどが会費です。賛助会員に入会しご支援ください。会員様には広報紙など活動内容
を随時お伝えします。
■ 年会費１口 １，０００円（何口でも構いません）

振込先

豊田信用金庫 本店 普通口座９０４５７８５
特定非営利活動法人まほうのらんぷ 理事谷澤雄樹
（とくていひえいりかつどうほうじん

まほうのらんぷ

りじたにざわゆうき）

◆ Ｈ２１年度入会、ありがとうございました！（敬称略）
《賛助会員》清水秀美、蓑島忍、楠英雄・洋子・拓真、伊藤正俊、山本千亜希、北尾小織、都甲洋子、
谷澤直美、杉浦友彦・さよこ

◇ お礼
○森岡由美子様より、NPO法人化に対しお祝いをいただきました。
●舘ハートクリニック様（豊田市浄水町）、大元雄二様より、書き損じはがきの寄付をいただきました。
○不用品の寄付をいただきました。（敬称略）
理容シバタ、河合安希代、竹内信子、奥野順子、田中千恵子、田中瀧子、小木曽誉、菅原純子、杉浦さよこ、川
北小有里、清水秀美、吉田知代子、山田智美、前田美江、岸ひろみ、岸香澄、西千代美、楠洋子、角田正子、寺
島恭子、今井朋美、鈴木昭代、エスカルゴ、鈴村和子、浄光こども園PTA、加藤好恵、野田智子、神谷昭子、伊
藤、ﾉｴﾋﾞｱ豊田第１販社 藤井雅彗、加藤、杉田、河合、杉浦、西田豊香

チャレンジらんぷ

３月の活動予定

開催日時

企画名

申込み締切り日

３月１３日（土）
１０：００～１３：００

【運動会】

2月28日

場所

参加費

定員

： ３９０円
サンアビリティーズ 利用会員
１２名
一般
：１０００円
（最小４名）
豊田体育館
利用会員の兄弟 ： ５００円

参加者の持ち物
・お茶・体育館シューズ・食
事代・タオル・運動できる服
装

受付は、開始時間の１５分前からです。

一緒にボランティアしませんか？
主な活動場所はサンアビリティーズ豊田、障がい者福祉会館（西山町）、
青少年センター（梅坪町）です。
【今後の予定】
３月 ６日（土）１８：４５～２１：００ サポートらんぷ
３月１３日（土） ９：４５～１３：００ チャレンジらんぷのサポート
《連絡先》０８０－３６５９－２６３１（ボランティア担当：谷澤）
《編集後記》
平成10年10月10日に発足した「まほうのらんぷ」。当初は何もかもが手探りでしたが、自分たちの活動をより多くの
人に知ってもらいたい、活動の記録を残したいという思いで広報紙の発行を始めました。14年９月に第１号を発
行。活動開始から４年後でした。その頃は随時発行、A4両面の記事を書くのが精一杯。それから２年後、16年10月
に団体内に広報グループを立上げ、年に4回発行、A3両面の内容へと成長したこの広報紙ですが、Voｌ，２５をもち
まして一時発行を中止します。これは、今年４月からの新事業開始に伴い広報紙の発行頻度や内容も含め、団体
の活動内容を一新するためです。広報紙を通じて、より多くの人に情報発信ができたこと、多くの仲間に出会えた
こと、情報発信をすることの重要性や言葉の重みなど、様々なことを学ばせてもらったツールでもありました。本当
に感謝しています。今後はインターネット上のブログやホームページで随時、情報発信を行うと共に、一日も早く、
広報紙の定期発行ができる状態に成長していきます。親の会として始まったまほうのらんぷですが、昨年NPO法
人化、４月には障がい者福祉サービスへの参入など新たなステージに挑みます。これからもご指導・ご鞭撻のほど
よろしくお願いします。（T）

まほうのらんぷは
知的しょうがい児が将来“社会の一員”として生活を営めるように、自立支援をすると共に、その基盤
となる働く場所（作業所）、暮らす場所（グループホーム）の設立を目的に活動しています。

