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社会福祉法人 仁和会

に ん な 会 だ よ り
基

本

理

念

仁(思いやり)と和(助け合い)の精神で、障がいのある方々の地域での充実した暮らしを創造します。
（仁は「他人に対する親愛の情、優しさ、いたわりの心」、和は「争いなく協力し合うこと」）
基

本

方

針

一、利用者の方の人権を擁護し、その尊厳にふさわしい主体的な生活の実現を支えることを目指します。
一、仁和会に関わる全ての人々や地域の方々から共感と信頼を得られるサービス提供を目指します。
一、障がいのある方々に、地域生活に必要な福祉サービスを総合的に提供できる支援・援助体制を目指
します。

(平成 25 年 9 月 19 日制定)

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は多大なるご支援を当法人に賜りまして、誠に有難うございました。
仁和会が社会福祉法人としての発足以来、本年の三月を持ちまして、早いもので三
十年の節目を迎える事となります。 これも一重に開設当初からの先人のご尽力と、
地域の方々のご理解とご支援に依りまして今日があることに、あらためて感謝申し上
げます。
さて本年は、四月から社会福祉法の大幅な改正に依り仁和会の役員構成が大きく変
更することとなりますが、今までの歩みを礎とし基本理念に基づいた経営を引き続き
実施してまいる所存であります。 また、法人発足時に開設した府中はるみ福祉園も
開設以来、部分的な修繕を重ねながら使用してまいりましたが、近い将来バリアフリ
ー化、設備の更新、効率的な各室への改修等の大規模修繕の計画を具体化する年とす
る予定であります。 本年も利用者の皆様に快適な福祉サービスが提供できるよう、
府中はるみ福祉園、府中さくらの杜、グループホームせんげん及びサポートにんなの
4 つの各事業所が、仁和会の理念の下に、利用者様が一日一日を楽しく夢と希望のあ
る充実した毎日を過ごせるように、楽しく愛情溢れた支援に本年も職員一同邁進して
行く所存で御座いますので、引続きのご支援をよろしくお願い申し上げ
ます。
新春に当たりまして、本年一年仁和会に関わる皆々様におかれまして
は、素晴らしい一年に成る事をご祈念申し上げます。
平成２９年元旦

理事長

加藤義輝

各事業の行事・活動の様子をお知らせします

★グループホームせんげん★
★10 月～11 月にかけて 1 泊 2 日で「ユニット旅行」を実施しました。今年も利用者さん
の意向を踏まえながら、新しい行き先も加わり、秋の素敵な旅行となりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ユニットみなみ
◎10 月１9 日(水)～２0 日(木)「信州・諏訪湖方面」
ユニット旅行では初となる、信州方面への旅行と
なりました。諏訪湖観光や温泉を楽しみました。
◎主な行先・・諏訪大社・くらすわ・諏訪ガラスの里・
諏訪湖ダッグツアー・片倉館など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ユニットきすげ
◎1０月２６日(水)～２７日(木)「青梅・高尾山方面」
素晴らしい自然を満喫してきました。
雄大な景色・温泉・美味しい物を
存分に楽しみました。
◎主な行先・・高尾山・昭和レトロ
商品博物館・奥多摩湖・櫛かんざし
美術館・澤乃井清流ガーデンなど
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ユニットせんげん
◎11 月 1６日(水)～1７日(木)「スカイツリー・お台場方
面」
せんげんでは初となる都心への旅行となりました。
展望台からの広大な眺めや豪華な食事を楽しみました。
◎主な行先・・東京スカイツリータウン・すみだ水族館・
浅草・水上バス・お台場海浜公園・フジテレビ・
ダイバーシティ東京など
・・・・・・・・・・・・・・・・
●ユニットかたまち
◎11 月 2４日(木)～2５日(金)「房総・鴨川方面」
当日は朝から雪が舞い一同驚きましたが、予定通り出発。
イルカショーを見て、海の幸を楽しんで、夜はみんなでカラ
オケで盛り上がり、存分に旅を楽しむことができました。
◎主な行先・・鴨川シーワールド・東京ドイツ村・海ほたるなど
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★今回初めての目的地もありましたが、どの旅行も事故もなく楽しく実施できたことがなに
よりでした。利用者さんにとっても、新鮮な刺激を受けることができ、仲間との絆もより深
まったのではないでしょうか。
今後も、健康第一で、そして、みんなで仲良く楽しく互いに協力し合いながら、日々充実し
たホーム生活を送り、ぜひ今年も実施出来るように、と思っております。

府中さくらの杜

行事の様子

★12 月 17 日土曜開園日に行われたクリスマス会の様子をご紹介いたします。
利用者様とボランティア様、職員を合わせ 41 名が参加したクリススマス会では、歌やダ
ンスなど活動で練習したものを楽しく発表しました。日頃よりお世話になっていますボラ
ンティア様によるトロンボーン＆ホルンの演奏と共に歌や合奏や、箱の身を当てるゲーム、
楽しみにしていたサンタの登場など。とても賑やかな楽しい会になりました。
ボランティアさん本当にありがとうございました！！

👆👆ミッキーマウスマーチを踊りました

👆👆素敵な音色に合わせて歌いました

👆👆 プレゼントありました♪

👆👆サンタと一緒にハイチーズ！！

府中はるみ福祉園

👆👆箱の中身は何だろうなゲーム！！これは何！？

クリスマス会

１２月２２日（木）に、クリスマス会を行いました。
クリスマスメニューの昼食、出し物、1 年の楽しかった行事や活動のスライドショー、プレゼント抽
選など、皆で楽しみました。

職

員

紹

介

フレッシュパワーです！
よろしくお願いします！

Ｑ1 お名前は？ 長澤 葉子（ながさわ ようこ）
Ｑ2 所属は？
府中さくらの杜 調理員
Ｑ3 趣味・特技は？ 聞き上手
意気込みをどうぞ！
皆様に安全手施安心な給食を提供できるよう日々努めてまいりま
す。 楽しくお食事していただけるよう頑張ります！

Ｑ1 お名前は？ 齋藤 和美（さいとう かずみ）
Ｑ2 所属は？
府中さくらの杜 調理員
Ｑ3 趣味・特技は？ 映画鑑賞
意気込みをどうぞ！
皆様に喜ばれる給食を提供できるように、日々頑張ります。

Ｑ1

お名前は？

楠 香央里（くすのき かおり）
お仕事は旧姓佐川（さがわ）でしています。
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ ドックトレーニング（専門学校で勉強して
いました。）、手話
意気込みをどうぞ！ 以前正職員として勤務しており結婚を機に退職しましたが、こ
のたび非常勤職員として、また働かせていただくことになりました。 初心を忘れず
に頑張ります。

Ｑ1 お名前は？ 宇佐美 隆史（うさみ たかふみ）
Ｑ2 所属は？
府中さくらの杜 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 料理、カラオケ、スポーツ観戦
意気込みをどうぞ！
６月に札幌から引っ越して参りました。 ４年弱この業界に携わって
おります。 早く仕事を覚え、経験を活かして頑張ります。 よろしくお願いします。

Ｑ1 お名前は？ 寺本 正昭（てらもと まさあき）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ やさしい、甘い？
意気込みをどうぞ！
１２月から非常勤職員として勤務しています。 今までの経験を活か
して、利用者の方々と楽しく仕事していきたいと思っています。 よろしくお願いします。

Ｑ1 お名前は？ 生沼 正美（おいぬま まさみ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 手芸、読書、バレエ（踊りの方）鑑賞
意気込みをどうぞ！
皆さん全員と仲良くなりたいです。どうぞよろしくお願いします。

１

Ｑ1 お名前は？ 赤塚 吉春（あかつか よしはる）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園、府中さくらの杜
Ｑ3 趣味・特技は？ 釣り
意気込みをどうぞ！
事故の無い送迎を！

送迎員

今後の予定
１月

４日（水） 新年会（半日開園）
１7 日（火） 評議員会、理事会
１８日（水） ＧＨせんげん保護者会
１９日（木） グッドパーソン（さくら）
２１日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）

２月１８日（土）
〃
〃

土曜開園日（はるみ・さくら）
さくらの杜保護者会
虐待防止研修（法人全体研修）

３月

はるみ福祉園保護者会
土曜開園日（はるみ・さくら）
ボランティアと集う会（はるみ）
法人全体研修
総合防災訓練（はるみ、さくら合同）
グッドパーソン（はるみ）
評議員会、理事会

８日（水）
１１日（土）
〃
〃
１３日（月）
１６日（木）
２３日（木）

～～ダンスの日～～
１／１０，２４
２／１４，２８
３／１４，２８
～～運動の日～～
毎週月曜日（原則）

法人全体研修のお知らせ
上記予定にあります虐待防止研修（２／１８）は、社会福祉法人武蔵野千川福祉会
理事長の鎌倉 ゆみ子様を講師としてお招きし、午後２時３０分から４時で行いま
す。 公開研修ですので、保護者の方、関係者の方も奮ってご参加くださいま
せ！！
関係者の方で参加希望の方は、府中はるみ福祉園までお電話でのお
申込みをお願いいたします。 また、保護者の方につきましては、後日あらためて
ご案内を差し上げます。 たくさんの方のお申し込みをお待ちいたします。

編集後記

昨年の後半は津久井しらゆり園事件があり、障碍者福祉業界に大きな衝撃が走ったと

ともに、改めて防災体制を見直すなど対応に追われました。

当法人としては、職員の採用退職

などが多い中ではありましたが、なんとか利用者の皆様の安全と安心を第一に運営出来たのでは
と思う一年でもありました。

本年は、全法人職員で腰を落ち着けて利用者の皆様一人一人を見

つめ直し、より充実した活動、日々を送っていただけるよう頑張りますので、皆様の変わらずの
ご支援、ご協力をお願いいたします。

お
＜法人事務局＞

＜府中はるみ福祉園＞

問

い

〒１８３－００５６

合

わ

せ

東京都府中市寿町 2 丁目 26 番地

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ninnakai@ninnakai.com

URL

http://www.ninnakai.com/

〒１８３－００５６
℡

東京都府中市寿町２丁目２６番地１１

０４２－３５８－１１７０ fax

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

０４２－３３３－７５５６

harumien@ninnakai.com

〒１８３－００５６
℡

東京都府中市寿町２丁目２６番地

０４２－３３３－７５５５ fax

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
＜府中さくらの杜＞

（ほりい）

０４２－３５８－１１７１

sakuranomori@ninnakai.com

＜グループホームせんげん＞
ユニットせんげん・きすげ 〒１８３－０００５ 東京都府中市若松町４丁目８番地７
℡

０４２－３５１－０５０５ fax

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ユニットかたまち

０４２－３６１－４７７０

〒１８３－００２６ 東京都府中市南町２丁目２８番地１１
℡、fax

＜サポートにんな＞

sengen@ninnakai.com

〒１８３－００２１ 東京都府中市片町１丁目６番地２
℡、fax

ユニットみなみ

０４２－３０６－８４３０

０４２－３４０－２０２０

〒１８３－００５６
℡

東京都府中市寿町 2 丁目 26 番地

０４２－３３３－７５５５ fax

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

０４２－３３３－７５５６

support-ninna@ninnakai.com

◆お知らせ◆
にんな会だよりに掲載されている個人名、写真、作品等については、ご本人の同意を得ています。
にんな会だよりに関するご意見・ご感想については、法人事務局までお問い合わせください。
発行者 社会福祉法人

仁和会

理事長 加藤義輝

東京都府中市寿町 2 丁目２６番地

