
太陽通信

　１月17日付けでデンソー太陽
株式会社に大西明彦社長が就任
されました。目標や感想などお話
を伺いました。

１. このたびは社長のご就任おめで
とうございます。就任されて
まだ1ヵ月ですが、デンソー太
陽の感想はいかがですか？

ありがとうございます。デンソーに入社以来
ほとんど事務本館で仕事をしていた私にとっては、
デンソーの工場に来たというのが率直な感想です。
デンソーの様な大規模な自動化ラインは見られない
ものの、毎日数万の自動車部品が整然と組付けられ
出荷されていく様子を見て、ものづくりの現場と
いうものを実感しています。

また、社員がとても真摯かつ朗らかに生産活動
に取り組めており、これまでの太陽の家、諸先輩
のみなさんの色々なご苦労が実を結んできたこと
がよくわかりました。

２. 現在、主にどのような製品や業務に取り組んで
いますか?

メインのコンビネーションメータとスマートキー
の組付けの他、燃料系・空調部品の組付けも行って
います。

３. 御社では多くの障がい者の方が働いていますが、
どのような取り組みをされていますか。また、
一緒に働かれていかがですか?

デンソー太陽の社員97人（含健常者６人）、
太陽の家従業員99人が一体となって高品質なもの
づくりに汗を流し、新製品の立上げ時や増産対応時
には早出、残業、休日出勤にも対応してもらって
います。また、係長以上約15人（含健常者３人）
と毎週の定例会議で品質や安全、人の問題について
情報シェアと対応策を検討しています。経験に
裏打ちされた問題解決力と人心掌握力に優れた
リーダーの下、前向きで協力的なみなさんの頑張り
により工場のオペレーションは安定しており、安心
して生産活動を任せられる感触を得ています。

４. 現在、あるいはこれからの御社の目標をお聞かせ
ください｡

今まで社員とともに「品質で信頼されるデンソー
太陽」を目標に難易度の高い自動車部品の製造に
挑戦してきた結果今日のデンソー太陽があると思う
ので、これからも競争力の源泉としての「品質」
には一層こだわって、より高い目標に挑戦して
いきたいです。

また、製品の「品質」を製造プロセスで作り込む
主役は社員一人ひとりですので、社員の「安全と
モラール」を確保したうえで、ものづくりのプロ
フェッショナルとしての技量に一段と磨きをかけて
いくことがこれからの目標となります。

５. 新社長としての新しくチャレンジ(挑戦)したい
ことはありますか?

自動車業界を取り巻く環境が激変している一方
で、社会の状況・人々の価値観やものの見方も
変わっています。そのような中で、今後、地域や
社会からどんな会社が価値あるものとして認め
られていくことになるのか、そのような会社にする
ために我々はどう変わらなければならないのかを、
社員と一緒に考え実行していきたいです。
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　２月14、15日の２日間、2018年度第２回企業会研修が
行われました。初日は神奈川県平塚市の進和学園「進和

ルネッサンス」と、取引先のホンダ技研との窓口として
同法人が設立した株式会社研進を訪問しました。ここでは、
製造に固執せず、情勢にあわせた事業展開により、平均工賃
はＡ型14.9万円、Ｂ型4.7万円以上の実績をあげています。
　２日目は町田市のみずほビジネス・チャレンジド株式
会社（社員の79％、219名が障がい者）を訪問、みずほ
フィナンシャルグループの庶務･情報処理･印刷業務等を
５地区８部署で担っています。31名のジョブコーチが在籍
し、精神障がいの社員の体調変化を察知するため「生活
行動シート」を活用しフォローする体制を整えており、
参加企業の皆さんも興味深く聞き入っていました。横浜市
の株式会社大協製作所（社員の62％、34名が障がい者）で
は知的障がい者を主とし、全自動メッキ設備へ投入する
部材を、ハンガー式ラックへ次々とセットし完成品を取り
外すハードな作業を淡々とこなしていました。各社とも
働く環境は大きく異なりますが、障がい者雇用の独自の
理念やノウハウを培っており、そこで真っ直ぐに仕事に
向き合う彼らの明るい表情が印象的でした。

（別府工場課　植村 明洋）

企業会研修報告

　３月24日に東京駒沢オリンピック公園で開催される「パラ
駅伝in TOKYO 2019」に太陽の家として初参加すること
になりました。今回で４回目となる本大会は、「日本財団
パラリンピックサポートセンター」の主催で国内外から
18チームが参加します。距離は18.736キロで、８区間

（１区間2.342キロ)を襷で繋ぎます。チームは、昨年11月
に協力企業社員や利用者などで結成され、チーム名を「太陽
の家 むぎの会」としました。月に１回、的ヶ浜公園に集まり
練習を積み重ねてきました。チームは、３月22日に別府市長
へ出場の報告を行い、翌23日に東京へ出発します。皆さま
の応援をよろしくお願いします。

（健康推進課　神鳥 澄男）

パラ駅伝 in TOKYO 2019 に
初 出 場

　１月20日から31日まで、ラオスパラパワーリフティング
のピア選手とラッサミー選手が、2020東京パラリンピック
事前合宿に関する協定締結後、２回目の合宿を行いました。
ピア選手は、昨年インドネシアのジャカルタで開催された

「アジアパラ競技大会2018」においてスポーツの国際大会
ではラオス史上初となる金メダルを獲得し、ラオス政府
より労働勲章第一等を授与されました。また、ラッサミー
選手は、昨年ラオスで初めて開催された国内大会にて好記録
で優勝しました。両選手とも、合宿後の２月２日、３日に
東京で開催された全日本パラパワーリフティング選手権大会
に招待選手として出場し、好成績を残しました。今後も
選手たちには自国での練習や、太陽の家での合宿を通じ、
更なるレベルアップを図り、2020年東京パラリンピックでの
活躍が期待されます。

ラオス選手２回目の合宿実施

太陽の家トレーニング室にて



　本館西側に隣接してあるサンクラブが、太陽ミュージアム
建設に伴う工事のために、２月末で取り壊されました。
　サンクラブは1993年３月25日に福祉工場設立20周年を
記念して開設しました。当時は、オムロン太陽社員と福祉
工場従業員の休憩所として、また、就業時間後はカラオケ
クラブや詩吟クラブの活動の場としても利用されました。
近年では種々の会議室として、また、地域住民の会合や選挙
の投票所としてなど、幅広く利用されていました。これらの
機能は太陽の家内の他の会議室へと移り、2020年３月から
は太陽ミュージアムの研修室に移管されます。

サンクラブ　25年の歴史に幕

新成人紹介

栁迫 裕治
山崎 健太郎
（就労継続支援B型）

写真左から
池田 賢斗
前田 虎南
（就労継続支援B型）

都合のため欠席

　別 府

辻 棋平
新美 晟樹　
（就労継続支援B型）
石田 健、髙木 右京　
（公益事業）

写真前列左から

　愛 知　今年太陽の家では９人の仲間が新成人を
迎えました。おめでとうございます。（敬称略）

川原 綾乃　
（就労継続支援B型）

写真前列左から２人目

　京 都

　２月16日、愛知太陽の家コミュニティーセンターにて、
はじめてオープンキャンパスを開催しました。
　愛知太陽の家の事業を多くの方に知っていただくことを
目的に「施設およびデンソー太陽株式会社の工場見学」と

「ブースに分かれた説明会」を実施し、蒲郡市とその周辺
地域より、障がい当事者やそのご家族、学校関係者、福祉
関係者、関係機関より95名の方々にお越しいただきました。
　小島事業部長のあいさつの後、参加者は６グループに
分かれ、工場見学と説明を受けました。工場見学では、
デンソー太陽株式会社の小林工場長に対応をしていただき
ました。また、説明会では、ブースごとの各担当職員が、
それぞれの事業について細かく説明を行いました。愛知太陽
の家は、今後もより一層地域とのつながりを大切に活動を
展開してまいります。　　 （愛知事業・支援課 牧野 和久）

愛知太陽で
オープンキャンパス開催

1993年３月25日　開所式



昭和館特別企画展
「日本のオリンピック・パラリンピック～大会を支えた人々～」
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日田市東有田地区社会福祉協議会　17人
サイバーダイン株式会社新入社員　1人
鳥栖市ボランティア連絡協議会・里の会　12人
ｒｅｐｒｏｕｄ　伊藤秀一様
福島文男様御一行　8人
人を大切にする経営者会　10人
韓国　看護大学生　16人
九州大学　平井康之教授
玖珠町社会福祉協議会　民生児童委員　障がい者部会　15人
国立大学法人京都工芸繊維大学　ジュリア・カセム特任教授
デンソー太陽株式会社　岩崎様、大西様
韓国大元大学　運動リハビリ学科　18人
韓国　㈱トンファ企業　7人
豊後高田市立高田小学校ＰＴＡ　16人
曽於市末吉地区民生委員児童委員協議会　12人
国立障害者リハビリテーションセンター研究所
　所長小野栄一様　他3人
株式会社フロンテッジ　橋谷会長、
ステート・ストリート信託銀行　高橋会長　他4人
ラオスパラパワーリフティング事前合宿スタッフ　2人
つなひろワールド 岡川様、日本ドローン協会 溝部様　2人
ファインファーム四郎丸　9人
日本総合研究所　2人
㈱キューピーあい　4人
原田 達様　他2人
茨城県取手市議会議員（公明党会派）　2人
　
医療法人　仁精会　三河病院　7人

奈良県立王寺工業高等学校　39人
兵庫県西宮市役所児童民生委員代表者　34人
慶応大学駒村様　6人
向日ヶ丘支援学校　4人
韓国能率協会　10人
ジョブパーク　2人

日本方行国際㈱　46人
上谷　慶枝様
京都府立京都障害者高等技術専門校　3人
オムロン社外取締役　上釜様　3人
オムロン㈱(環)企 榎並様　11人
松木多美子様
高新現代者・OSS・OMCC　11人
ケイマック㈱姫路支店　8人
韓国湖西大学　27人
北京盛恵領誉精益科技有限公司　25人
オムロン㈱）（INC）ロボ推　5人
ケイマック㈱姫路支店　8人
高宮　明おみ様
㈱イーエルオカモト　5人
ケイマック㈱姫路支店　7人
㈱島精機製作所　7人
百五管理サービス㈱森永豊様　2人
東香川県人権推進協議会　12人
（GIC）SP西様　2人
ケイマック㈱姫路支店　10人
GTT㈱（栗田優子様申込）　32人
（GIC）BD千代様　4人
海外産業人材育成協会　23人
京都府立清明高校・副校長瀧本様　4人
ケイマック㈱姫路支店　10人
社会福祉法人京都身体障害者福祉センター京都ふしみ学園　2人
海外産業人材育成協会（インド企業管理者）　7人
NHK竹内様（OLI藤井様・上村様）　3人
㈱冨信　5人
呉竹支援学校　3人
枚方市氷室校区福祉委員会　33人
西総合支援学校　3人
和音（わお）久御山作業所　3人
ハローワーク梅田　1人
社会福祉法人京都身体障害者福祉センター京都ふしみ学園　2人
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★OBS大分放送ドキュメンタリー「太陽と生きた医師 
   中村裕 ～No Charity, but a Chance!～」への感想★
　１月23日、20時から大分放送（OBS）にてドキュメン
タリー番組｢太陽と生きた医師 中村裕 ～No Charity, but 
a Chance!～｣が放送されました。番組では、中村裕先生
の障がい者の社会復帰への情熱、1964年の東京パラリン
ピックや現在の太陽の家の紹介の他、中村裕先生の次男
である中村英次郎先生（明野中央病院理事長）、イギリス
のストーク・マンデビル病院のスタッフやパラリンピック
の父グットマン博士のご令嬢のインタビューなどが紹介
されました。今回の番組に関して、中村裕先生を直接知る
利用者や一般の方（Facebookより）からいただいた
感想（多少編集）を掲載します。（コメントは個人的な
意見ですので、ご了承下さい。）

姫野　淳さん（就労継続支援B型）
　裕先生が園長を務めていた昭和39年の整肢園でクリス
マスにサンタの格好をして来てくれたことを覚えてい
ます。今回の番組を観ながら当時のことが蘇り、とても
懐かしく、涙が止まりませんでした。

松岡　弘幸さん（障害者支援施設ゆたか）
　今回のドキュメンタリーをみて、40年前に太陽の家に
入ったときのことを思い出しました。当時、褥瘡処置の
時に先生が「言うことを聞かなかったら、カーテンの内
ではなく外で処置をする」とお叱りの言葉が現在もしみ
ついています。反面、人として裕先生はとても優しかった
です。

Facebookより
＊当時の映像があれだけ残っているのを初めて知りま
した。映像以外にも見知った人が沢山映っていたりして、
とても見やすかったです。
＊前日の夜、ちょうどソニー・太陽さんのお話を聞く機会
があり、その時にこのあと８時から中村裕さんのドキュ
メンタリー番組がありますよと教えていただき、急いで
帰宅して拝見しました。保護ではなく機会を！そうか、
それだったのか！と、目からウロコが落ちる思いでした。

障害があるから出来なくていいとか、しなくていいとか…。
そんな風に思うことが差別だったんだなぁと思いました。
＊太陽と生きた医師中村裕を見てイギリスのストーク 
マンデビル病院で出会ったグットマン博士から始まり、
すぐに日本で初めて大分県身体障害者体育大会を開催し、
その後パラリンピック、フェスピック、車いすマラソン
大会の礎を作りそして全てを成功継続させた中村博士は
凄いの一言ですね。そしてその短い生涯の中で障害者が
働くことができる施設「太陽の家」を設立していること
にとても感心しました。

★お詫び★
　太陽通信１月号４面に掲載した「第38回大分国際車
いすマラソン大会結果報告」にオムロン京都太陽所属の
中井康彦選手の名前が抜けていました。大変申し訳あり
ませんでした。中井選手はハーフマラソンで53分58秒
のタイムで19位でした。

　主　催：昭和館 （厚生労働省委託事業）
　会　期：2019年３月16日（土）～５月６日(月)
　　　 　  10：00～17：30　（毎週月曜日休館）
　会　場：昭和館３階 特別企画展会場

（東京都千代田区九段南１-６-１）
地下鉄東西線・新宿線・半蔵門線〈九段
下駅／４番出口〉、JR飯田橋駅から
徒歩約10分

　入場料：無料
　問い合わせ先：昭和館学芸部 佐藤・林　
　　　　　　　　TEL.03-3222-2577

　なお、1964東京パラリンピックの展示品の一部
に太陽の家歴史資料館の所蔵品を貸し出してい
ます。お近くに行く機会がありましたら、ぜひ
お立ち寄りください。


