Ｎｏ. ３１

201８年４月発行

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３０年度にあたり
社会福祉法人 仁和会
理事長 加藤 義輝

常日頃から当法人に対する皆様方からの多大なご支援ご協力により、平成 30 年
度もスムースなスタートを切ることができますことに、あらためて御礼申し上げま
す。 さて本年度は、今まで検討、計画してきたことを実現に向けスタートさせる
年度となります。 府中さくらの杜では、医療的ケアの必要な方の受入れに向けた
さらなる研修などの実施とハードウェアの整備を行い、具体的な受け入れを模索、
実践していく事とし、府中はるみ福祉園については、施設長に松下民夫氏を迎え、
その手腕に期待するとともに、平成 31 年度の全面建てかえ工事の着工に向け、国
庫補助協議を進めていく事としています。 法人の本年度の重点といたしまして
は、制定から早や 4 年半を経過した法人基本理念について、あらためて職員全員の
共通理解を深めることを中心に、より良いサービス提供に資することを目的として
法人内研修を実施して行くこととしています。
本年度も、継続性を重視し、法人の 4 事業において、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。

府中はるみ福祉園施設長就任にあたり
施設長

松下 民夫

このたび、小室施設長の後任として府中はるみ福祉園施
設長並びにサポートにんな管理者を拝命いたしました。 施
設長・管理者として携わることの責任の重みを痛感しており
ます。 多くの皆様のご指導、ご支援を賜り、全力を尽くして
まいりたいと考えております。
府中はるみ福祉園は障害者施設として市内でも先駆的な
歴史ある施設であります。 それゆえに、建物自体に多くの
支援を行ううえでの改善箇所が見えてきております。 そこ
で最初に取り組む大きな課題といたしましては、施設の高機能化を目指した大規模改修があり
ます。 現在計画が進んでおりますので、法人全体で一丸となり、安全面だけでなく利用者の皆
様が不安なく過ごすことができるよう留意して取り組んでまいります。
また、施設運営に当たりましては、職員間のチームワークを大切にし、利用者様のご家族、ボ
ランティアの方々、地域の方々や関係機関の皆様と連携を密にしながら努めさせていただきま
す。
当法人の基本理念・基本方針を常に念頭に置き、利用者の皆様が、安心して生活、活動が出来
ますよう、職員一同努力してまいりますのでどうぞよろしくお願い申しあげます。簡単ではござ
いますが、着任の挨拶とさせていただきます。

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
1 月 25 日に三越伊勢丹グル
ープ労働組合の森園さんらが見
学にいらっしゃいました！

ありがとうございました！

にんな祭でいつもお世話になってい
る三越伊勢丹グループ労働組合様よ
り、昨年もクリスマスプレゼントをい
ただきました。
手軽にお掃除ができる「コードレス
掃除機」と作業で使用する「ハンドシ
ュレッダー」です！作業に掃除にがん
ばりま～す☆彡

3 月 12 日（月）に総合防災訓練を実施しまし
た。消火器の使い方の訓練をさくらの杜と合同で
学びました。 府中はるみ福祉園では、毎月必ず避
難訓練を実施し、火災や地震を想定した避難訓練
をおこなっています。

府中さくらの杜

活動の様子

◎現在 34 名の利用者様が在籍。 ダンス、体操、公園清掃、自主製品作り、創作、ＰＴによ
るリハビリなど、さまざまな活動にご参加頂いています。

お花見外出

創作活動

大人気のカラオケ

グラウンド

はたおり

★グループホームせんげん★
★年明けの 1 月 4 日、各ユニットにおいて新年会を行ないました。毎年恒例となった、今
年のホームでの目標を発表した後、利用者さんそれぞれに「自分の好きな言葉」を決めて
書き初めを行いました。 皆、真剣なまなざしで取り組みました。
書き初め終了後は、ユニットせんげん・きすげはＫＯさんの誕生日のお祝いを兼ねた外
食、ユニットかたまちとみなみではゲームを行って親睦を深めました。

新 人 紹 介

昨年１０月以降の新たな職員です。

宜しくお願いいたします。

Ｑ1 お名前は？ 宇戸 知恵美（うと ちえみ）
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？ 好奇心旺盛
意気込みをどうぞ！
人と接することが好きで介護の仕事
をしてきました。 やはり同じ思いで、はるみでお世話になっ
ています。 はるみでは、新たな発見で一日があっという間に
始まり、終わる日々です。はるみ園の皆様と細く長く過ごした
いと思っています。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？ 南 健（みなみ たける）
Ｑ2 所属は？
はるみ＆さくら 送迎員
Ｑ3 趣味・特技は？ 馬に乗ることです。 前職は競馬の馬
の調教をしていました。 今でもたまに乗りたくなります。
意気込みをどうぞ！
新年度も今までと変わらず、安全運転を心掛け、利用者の皆様
が安心して乗っていただけるﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを目指します。

Ｑ1 お名前は？ 安部 宝根（あべ たかね）
Ｑ2 所属は？
さぽーとにんな 非常勤相談支援専門員
Ｑ3 特技は？
旅行のﾌﾟﾗﾝ立て
意気込みをどうぞ！
利用者の方一人ひとりの自立に向けた支援計画を作成する
こと。 また、ご家族への支援もあわせてやっていきた
い！！。

Ｑ1 お名前は？ 高野 民樹（たかの たみき）
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？ お絵描き 地元の絵画ｻｰｸﾙで活動し
ています。 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「油絵ひまわり会」で作品をｱｯﾌﾟして
いますので、ぜひご一覧を！！
意気込みをどうぞ！
はるみが利用者の皆さんにとって、安全で楽しい時を過ご
せる楽園になるようにお手伝いします。

Ｑ1 お名前は？ 大川 恭子（おおかわ きょうこ）
Ｑ2 所属は？
府中さくらの杜 非常勤生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 海外ﾄﾞﾗﾏを見る 読書
意気込みをどうぞ！
利用者の方に寄り添った支援ができればと思っています。

Ｑ1 お名前は？ 菊地 康久（きくち やすひさ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 古い日本映画を見ること 読書 散歩
意気込みをどうぞ
利用者様の登園での活動を、より楽しく、快適に、安心して
いただけるよう、皆様を支えていきたいと考えています。

Ｑ1 お名前は？ 米井 一孝（よねい かずたか）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 現代短歌を楽しんでいます。 スポー
ツ観戦。サッカーが好き。 高校ではサッカー部でした。 Ｊ
リーグではＣ大阪を応援しています！！
意気込みをどうぞ
まずはおひとりおひとりの個性を理解し、その方にあった支
援を心掛けていきたいです。 小さな気づきを大切にしたい
と考えております。

Ｑ1 お名前は？ 高橋 奈緒子（たかはし なおこ）
Ｑ2 所属は？
府中さくらの杜 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 次男の野球の試合観戦
意気込みをどうぞ
利用者様のお気持ちに寄り添った支援を心掛け、一日でも
早く信頼関係を築けるよう頑張りたいと思います。

Ｑ1 お名前は？ 上岡 博之（かみおか ひろゆき）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 楽器演奏（ギター・ベース）
意気込みをどうぞ
４月よりお世話になります。 解らない事だらけで少し緊
張していますが、早く皆さんのお力になれるよう頑張ってい
きたいと思っております。 よろしくお願いいたします。

Ｑ1
Ｑ2
Ｑ3

お名前は？ 浅野 智紀（あさの とものり）
所属は？
府中さくらの杜 生活支援員
趣味・特技は？ 音楽鑑賞（Ｒ＆Ｂ） ランニング
模型作り（タミヤ製品、バンダイ製品）
意気込みをどうぞ
まだまだ解らない事だらけでいっぱいですが、いずれはよ
い存在になれるようにがんばっていきたいと思います。 さ
くらの杜の利用者の方にも打ち解けてもらえるように、利用
者の方への理解を深めていきたいと思います。 よろしくお
願いいたします。

今後の予定
４月

府中市桜まつり
土曜開園日（はるみ・さくら）
さくら保護者会
５月１7 日（木） 第１回理事会
１９日（土） 軽スポーツ大会
土曜開園日（はるみ・さくら）
２３日（水） せんげん保護者会
６月 ７日（木） 定時評議員会
１６日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
２７日（水） はるみ保護者会
７月１２日～１３日 はるみ研修旅行
１９日（木） 第２回理事会
２１日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
８月１３日～１５日 夏期特別期間
１８日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
２９日（水） はるみ保護者会

９月

発行者

7 日（土）

８日（土）

社会福祉法人

理事長

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

にんな祭

仁和会

編集後記 本年度は、「障害者福
祉に対する情熱が冷めない」府中
市ＯＢで元障害者福祉課長の松下
氏を管理職の一員としてお迎えす
るとともに、法人としては久々に
新規学卒のフレッシュな上岡支援
員と浅野支援員も入職してくれま
した。 本年度は、法人基本理念
を礎として、職員の育成、資質向
上を重点に、落ち着いて安定的な
運営に資するよう、心がけようと
思っています。 （ほりい）

合わせください。

加藤義輝

東京都府中市寿町 2 丁目２６番地

