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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。
仁和会は府中はるみ福祉園の設置経営のための社会福祉法人として発足いたし
ましたが、その府中はるみ福祉園も３２年目となり、老朽化が進んだため現在の
作業スペースを拡充するとともに、多様な福祉ニーズに対応するべく行動障害専
用スペースの設置及び重症心身障害者通所事業等を組み込んだ形で、建ぺい率を
最大限活用した全面建替えを申請中です。 新たな取り組みを推進していくとと
もに、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３１年元旦
社会福祉法人 仁和会
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★
★★★今年度も 10 月から 11 月にかけて、ユニット毎に 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行き先や内容を選定しました。天候にも恵まれ、
笑顔いっぱい「行楽の秋」を満喫しながらユニットの親睦を深めました。★★★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ユニットきすげ
◎10 月 18 日(木)～19 日(金)「川越・奥武蔵方面」・小江戸
の街並みが素敵な川越、北欧の雰囲気あふれるトーベヤンソ
ン、アメリカンなジョンソンタウンなど、バラエティ感いっぱい
の旅行でした。奥武蔵休暇村では、大自然を感じながら温泉
でゆっくりしました。◎他の主な行先・・川越散策（まつり会館・
駄菓子屋横丁・陶路子他）・巾着田公園・お茶の博物館など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ユニットかたまち
◎10 月 25 日(木)～26 日(金)「大宮・池袋方面」・鉄道博物館
では、昔懐かしい物から最新の物まで、色々な車両や展示を見
てきました。お金の工場見学は貴重な体験でした。サンシャイ
ン水族館「空飛ぶぺンギン」は、優雅に泳ぐペンギンの様子がと
ても楽しかったです。◎他の主な行先・さいたま新都心駅周辺
散策（さいたまスーパーアリーナ他）・ナンジャタウンなど
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ユニットせんげん
◎11 月 8 日(木)～9 日(金)「横浜・みなとみらい方面」・青い
空と広い海・草花が美しい山下公園・汽車道からの夜景・タ
ワーからの展望と、素敵な景色を沢山見てきました。動物と
のふれあいや中華の食事も楽しみつつ、2 日間かけて、みな
とみらいを満喫しました。◎他の主な行先・大さん橋客船タ
ーミナル・横浜開港資料館・臨港パーク・赤レンガ倉庫・ランド
マークタワー・みなとみらい技術館など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ユニットみなみ
◎11 月 15 日(木)～16 日(金)「両国・東京ドームシティ・東京
駅方面」・江戸情緒あふれる両国周辺、野球や夜景などエンタ
テイメント感に富んだ東京ドームシティ、スカイバスでの東京観
光やレトロな雰囲気の東京駅見学など、それぞれの場所を有
意義に楽しんできました。
◎他の主な行先・江戸東京博物館・相撲博物館・小石川後楽
園・野球殿堂博物館・文京シビックセンター・東京駅など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

府中さくらの杜

活動の様子

◎現在 33 名の利用者が在籍。ダンス、体操、公園清掃、自主製品作り、創作活動、PT に
よるリハビリなど、様々な活動にご参加いただいています。

創作活動

屋外活動

はた織り

グラウンド

府中はる
み福祉園
福 祉 ま つり に 参 加
しました！
ステージ発表を行
いました。
合奏、合唱とも元
気に上手にできま
した。

グループ外出に行きました！
今年も昭和記念公園散策や府
中市内買い物＆カラオケに 4 班
に分かれて行ってきました。みん
なで楽しいひと時を過ごしまし
た。

外出活動

新 人 紹 介

昨年５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？ 田中 靖二（たなか やすじ）
Ｑ2 所属は？
せんげん 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 野球観戦・旅行
意気込みをどうぞ！・・・沢山覚える事はありますが、ひとつ
ひとつステップアップしていきたいと思います。
（平成３０年５月１日付）

Ｑ1

お名前は？

原

由美（はら

ゆみ）

Ｑ2 所属は？
府中さくらの杜 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 袋集め
意気込みをどうぞ！ わからないことばかりですが、早く利
用者の方に慣れていただくように寄り添っていきたいと思い
ます。（平成３０年５月１日付）

Ｑ1
Ｑ2
Ｑ3

お名前は？
所属は？

内海 拓人（うつみ たくと）
府中さくらの杜 非常勤調理員
せんげん 非常勤生活支援員
趣味・特技は？ 模型作成、工作、イラスト

兼

意気込みをどうぞ！
新しい発見を大事にしていきたいで
す！（平成３０年６月１日付）

Ｑ1 お名前は？ 力丸 俊平（りきまる しゅんぺい）
Ｑ2 所属は？
府中さくらの杜 非常勤生活支援員
Ｑ3 特技は？
映画鑑賞、散歩
意気込みをどうぞ！
まだまだ慣れないことばかりですが、よろしくお願いいた
します。（平成３０年６月１１日付）

Ｑ1 お名前は？ 白井 恵子（しらい けいこ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 非常勤看護師
Ｑ3 趣味・特技は？ 旅行のパンフレットを観て、いつか行
きたいと夢見る。
意気込みをどうぞ！ 皆さんの仲間として信頼され、看護師と
しての役割が勤まるよう努力します。
（平成３０年７月１日付）

Ｑ1
Ｑ2

お名前は？
所属は？

棈松 由美子（あべまつ ゆみこ）
府中さくらの杜 非常勤看護師

Ｑ3 趣味・特技は？ アロママッサージ、手作り(色々広く浅く)
意気込みをどうぞ！
利用者様の安全を第一に考えながら、
柔軟に動けるよう努めてまいりたいと思います。
（平成３０年８月１日付）
Ｑ1
Ｑ2

お名前は？
所属は？

小松 博（こまつ ひろし）
府中はるみ福祉園 非常勤生活支援員
兼 送迎員
Ｑ3 趣味・特技は？ バイクツーリング
意気込みをどうぞ！
安全送迎に徹する。
（平成３０年９月１日付）

Ｑ1 お名前は？ 小原 夏子（おばら なつこ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ ボウリング、読書
意気込みをどうぞ！
日々勉強しながら、成長できるよう
がんばります！（平成３０年１０月１日付）

Ｑ1 お名前は？ 長島 沙恵子（ながしま さえこ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ バドミントン、コンビニスイーツ巡り
意気込みをどうぞ！
体力には自信があります！ がむしゃ
らに頑張ります！（平成３０年１０月１日付）

Ｑ1 お名前は？ 三宅 綾（みやけ あや）
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？ 映画鑑賞、読書、犬とジョッキング
意気込みをどうぞ！
日々、ご利用者さま達から学ばせて
戴いています。（平成３０年１０月１日付）

Ｑ1 お名前は？ 大村 智裕（おおむら よしひろ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員
Ｑ3 趣味・特技は？ 料理、キャンプ、サーフィン
意気込みをどうぞ！
福祉のエキスパートを目指して頑張りま
す！！（平成３０年１２月１日付）

今後の予定
１月１７日（木） 理事懇談会
１月１８日～２０日 WaiWai フェスティバル
（今年はル・シーニュで実施されます）
１月１９日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
１月２３日（水） せんげん保護者会
２月 5 日（火） 虐待防止委員会
１６日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
さくら保護者会
法人研修（右記参照ください）
２８日（木） 理事会
3 月１３日（水） はるみ保護者会
１４日（木） 評議員会
１６日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
３０日（土） せんげん花見会
編集後記 去年の９月号が諸般の事情で作成でき
なかったため、職員紹介が大勢となってしまいま
した。 今年はしっかりと発行してまいりま
す！！ 来年度の府中はるみ福祉園の全面建替え
の補助の可否もそろそろ出ると思われますが、何
とか採択されればと祈りの日々です。今年もよろ
しくお願い申し上げます。

発行者
＜法人事務局＞

仁和会

〒１８３－００５６

今年は「アンガーマネジメント=
怒りの感情コントロール」です。
・２月１６日（土）
・午後２時３０分から
・府中はるみ福祉園
で開催します。 職員、保護者の
方以外の参加ご希望の方は、は
るみ福祉園までお電話でお申し
込みください。042-333-7555

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。

（ほりい）

社会福祉法人

法人研修(公開研修です)の
ご案内

理事長

加藤義輝

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/

＜府中はるみ福祉園＞

〒１８３－００５６

東京都府中市寿町２丁目２６番地

＜府中さくらの杜＞

〒１８３－００５６

東京都府中市寿町２丁目２６番地１１

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

ユニットかたまち

〒１８３－００２１

東京都府中市片町１丁目６番地２

ユニットみなみ

〒１８３－００２６ 東京都府中市南町２丁目２８番地１１

＜グループホームせんげん＞

＜サポートにんな＞
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東京都府中市寿町 2 丁目 26 番地

