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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)

平成２９年度にあたり
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ができ
ました。 これも一重に開設当初からの先人のご尽力と、
常日頃から当法人の運営への、利用者の皆様、保護者の
皆様並びに地域の方々のご理解とご支援のたまものと感
謝申し上げます。 法人といたしましては、本年四月からスタートした新社会福祉法
により役員構成等が変更となりましたが、幸いなことに従前からのほとんどの役員の
皆様に引続き役員等の責を担っていただくことができ、運営の継続性という点から一
安心しているところであります。 とはいえ、この社会福祉法の改正の趣旨である「経
営組織のガバナンス(管理体制)の強化」に対し真摯に取り組んでいかなければと心を
引き締めている次第であります。
さて、法人の事業では、今まで府中はるみ福祉園と府中さくらの杜の施設長を兼務
しておりました佐藤正教を、府中さくらの杜施設長として専従させることとし、府中
はるみ福祉園につきましては、サポートにんな管理者である小室厚美を施設長に兼務
させることとしました。 施設長が変更となりましても、継続性を重視し、グループ
ホームせんげんを含めた各事業所が、仁和会の理念の下に利用者の皆様が一日一日を
楽しく夢と希望のある充実した毎日を過ごせるよう支援できる体制の強化に取り組
んでまいりますので、今後とも温かいご支援をよろしくお願いいたします。

社会福祉法人 仁和会
理事長 加藤

義輝

府中はるみ福祉園施設長就任にあたり
施設長

小室

厚美

今年度は、５年間担当されていた佐藤正教施設長からバトン
が手渡されました。このたびは、「サポートにんな」の施設長も
兼務しながらの施設長でありますが、常にピンチをチャンスに
変える心意気で、前向きかつ、ポジティブシンキングで仕事に、利用者に向き合っていきたいと
思っております。
この２年半の「サポートにんな」の相談を通じて、利用者、その家族の皆さんと将来の夢や希
望を伺う機会を得ることができました。
府中はるみ福祉園では、利用者のその思いを一つ一つ近づくように個別支援計画に具体的
に反映して、笑顔で生き生きとした日中活動の場を提供して参ります。
昨年度まで 2 年間「大人の関わりからの信頼の構築！」というテーマで利用者支援に取り組
んできました。人としての尊厳を常に念頭に置き、大人としての関わりを大切にしながら、平成２
９年度は、新たに『職員が一丸となって、個々の特性を重視したサービスに取り組みます。』を施
設のテーマにして参ります。

府中さくらの杜施設長専従にあたり
施設長

佐藤

正教

昨年度６月より奥村施設長の後任として、府中はるみ福祉園
との兼務という形で仕事をしてきましたが、４月より府中さく
らの杜の施設長に専任となりました。気持ちを新たに頑張って
いきたいと思っています。
平成２９年度は、「ご本人様、ご家族の望む地域での安定した
生活を支える」を施設テーマとして、利用者の皆様が府中さくらの杜で毎日安全に笑顔で過ご
せる施設づくりを目指します。
また、今年度から医療ケアを必要な方の積
極的な受け入れも考えており、職員体制を整
えながら進めていきたいと思っております。
府中さくらの杜をよろしくお願いいたします。

各事業の行事・活動の様子をお知らせします
府中はるみ福祉園ボランティアさんと集う会
３月１１日（土）にボランティアさんと集う会を行いました。
はるみ福祉園では、日頃からお世話になっているボランティアさんに感謝の気持ちを伝える
ことを目的にボランティアさんと集う会を行っています。
今年は１８名のボランティアさんに参加して頂き歌やダンスなどを披露したり、クイズなどを一
緒に楽しみました。

府中さくらの杜

活動の様子

★年明けより２階フロアーのレイアウト変更を行いました。今までより広くなり、使いやすくなったと
いう声も聞かれています。新しい活動も始まりましたので、ご紹介いたします。

☆一閑貼り作業による作品

☆織り機を使い制作しています

☆新聞、半紙を貼り重ね、柿渋、ニス塗りを
します

☆組み紐、ティッシュケース作
☆何度も何度も塗り重ね仕上げ
ています

☆マット、組み紐が出来上がりました

成中

★グループホームせんげん★
★年明け、はるみ半日の日や夕食時を利用して、各ユニットにおいて新年会を行ないました。
今年も、利用者さんおひとりずつ、今年のホームでの目標を発表した後、書き初めを行いま
した。「自分の好きな言葉」をテーマに、皆、真剣に書き上げ、リビングに飾りました。書
き初めの後はお楽しみのかるた会で、盛り上がりました。
新年会終了後は、ユニットせんげん・きすげとユニットみなみでは外食、ユニットかたま
ちではケーキでお祝いと、各ユニットそれぞれに新春のひと時を楽しみました。

新 人

紹

介

Ｑ1 お名前は？ ニタ村 典子（ふたむら のりこ）
Ｑ2 所属は？
せんげん 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 府中に引っ越してきたばかりなので、
府中の街を散歩して回りたいと思います。 特技は「初対面
の人でもすぐに話ができること（？）
意気込みをどうぞ！
利用者様と信頼関係を築いていけるように、誠実に働いて
いきたいと思っています。

Ｑ1 お名前は？ 吉村 隆子（よしむら たかこ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ テニス、ウォーキング
意気込みをどうぞ！
皆様と一緒に頑張りたいと思いますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

Ｑ1 お名前は？ 山田 みち子（やまだ みちこ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 非常勤生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 踊り
意気込みをどうぞ
元気に働きたい。

素敵な仲間が増えました。 宜しくお願いいたします。

今後の予定
４月

８日（土） 府中市桜まつり
土曜開園日（はるみ）
１５日（土） 土曜開園日（さくら）
さくら保護者会

５月１８日（木） 理事会
２０日（土） 軽スポーツ大会
土曜開園日（はるみ・さくら）
２５日（木） グッドパーソン（全体）

～～ダンスの日～～
４／１１，２５
５／ ９，２３
６／１３，２７
７／１１，２５
８／ ８，２９
～～運動の日～～
毎週月曜日（原則）

６月１７日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
２３日（金） 評議員会・理事会
２８日（水） はるみ保護者会
７月

３日（月） 虐待防止委員会
１３日～１４日 はるみ研修旅行
２２日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
２７日（木） グッドパーソン（さくら）

８月１４日～１５日 夏期特別期間
１９日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
３０日（水） はるみ保護者会

９月

９日（土）

にんな祭

編集後記 今年の桜は府中の桜まつりに合わせたように、少し遅めですがやっと春の日差
しが感じられる今日この頃となりました。 総務管理者といたしましては、社会福祉法の
改正への対応を何とか終えることが出来ましたし、平成２９年度のスタートが何とか切れ
たのではと思います。 法人としては本年度、府中はるみ福祉園のバリアフリー化、老朽
化対策等の大規模修繕を具体化していく大仕事が待っていますし、府中さくらの杜の収益
構造の改善、遅まきながらも大規模災害への具体的対応の策定等と、法人全体のさらなる
運営の安定を図り、 利用者の皆様、保護者の方々そして地域の皆様から、信頼いただけ
る法人となるべく努力してまいりますので、今後ともご支援、ご協力お願いいたします。
なお、本年度の「にんな祭」は９月９日と決定いたしましたので、ご予定いただければと
存じます。
また、去る３月２７日に法人設立３０周年を迎えましたが、お祝いにつき
ましては、府中はるみ福祉園の改装完了時に合わせて執り行う予定としておりますので、
いましばらくお時間を頂戴いたします。
（ほりい）

お

＜法人事務局＞

＜府中はるみ福祉園＞

問

〒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＞

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
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理事長 加藤義輝

東京都府中市寿町 2 丁目２６番地

