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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)

３２歳の春を迎えて
社会福祉法人 仁和会
理事長 加藤 義輝

常日頃からの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、当法人も
３２歳の誕生日を迎えることができ、あらためて御礼申し上げます。 さて本年度
は、府中はるみ福祉園では前島勇一氏を新施設長に迎え、新たなスタートを切ると
ともに、全面建替えに向けた国庫補助協議が採択された場合は、１１月から１年間
の仮園舎での運営となり、全面的なリニューアル準備の年となります。 府中さく
らの杜でも、松下施設長のもと、さらなる良質なサービス提供を模索するととも
に、特別支援学校の新規卒業生の積極的な受入れ体制を整えていくこととしていま
す。 せんげんにおいては、安定した生活を引き続き充実することを目指すととも
に、サポートにんなでは、地域生活全般の質の向上に資するよう相談業務を実施し
てまいります。 本年度も、継続性を重視しつつも、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に就任して
施設長 前島 勇一
本年４月より府中はるみ福祉園施設長として着任する
こととなりましたので一言ご挨拶申し上げます。私は、３
月まで府中市役所で福祉部門も含めて３７年間勤務して
まいりましたが、今後はいままでの経験を生かして、仁和
会の基本理念である、「思いやりと助け合いの精神」をも
って、利用者の皆さまの地域での充実した暮らしの創造
のお手伝いに努めてまいりたいと考えております。
府中はるみ福祉園では、１１月に施設の建て替えを予定
しておりますが、新たな施設が一刻も早く完成し、皆さま
が快適に利用できるよう職員一同努めてまいりますの
で、ご理解とご協力をお願いいたします。
最後になりましたが、利用者の皆さまが、安心して生活・活動が出来るよう府中はるみ福祉園
の運営に努めてまいりますのでよろしくお願い致します。

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 ★★
★お誕生日の利用者さんがいるユニットでは、夕食後などを中心にお誕生会を行っていま
す。みんなで手作りしたカラフルなレイとバースデーカードをお渡しし、全員でハッピー
バースデーを歌い、大きな拍手と乾杯で祝福しています。年に一度の大切な記念日です。
アットホームな雰囲気の中、この日は、誕生日の方が主役になって笑顔がこぼれます。
ささやかですが、これからも大切にしてゆきたいと思います。

府中はるみ福祉園
冬にみんなで植えた庭のチューリップも咲き始
めました🌷春ですね♪最近は“メリハリ”を 大
事に活動しています。お仕事は静かに集中して丁
寧に、体を動かす時間は思い切り楽しく(^o^)
そんなはるみ福祉園の活動のいくつかをご紹介
します。

五輪 2020 音頭
来年のオリンピック開催に向けて、先生を
お招きして練習しています。とても難しい踊
りですが、ひとつひとつの振付には意味があ
る そうです。みんなで学びながら体を動か
し、
気分も盛り上がっていきたいと思い
ます！

運動の日
グラウンドを使って思い切り走ったり歩いたり…。ＰＴ
の先生にアドバイスをいただき、縄跳びやボールを取り
入れるなどメニューを工夫してみています。

筋力体操
こちらもＰＴの先生おすすめ“転ばないための筋力アップ体
操”。4 種のメニューを毎日 5 分間実施しています。継続は
力なり、ですね！これからも楽しく続けていきましょう。

調理実習
2 月の調理実習は、わいわいと
クッキー作り♪
くまさんクッキーもぶたさんク
ッキーも、かわいく美味しくで
きました。

日 頃 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 込めて
フ ェ ルト の ぬい ぐるみ
を
💛プレゼント💛
今後ともよろしくお願い
します！

自主製品づくり

府中さくらの杜
施設長 松下民夫
府中さくらの杜は、 この４月で開設９年目を迎えま
す。
本施設は知的障害のある方や中途障害の方が
通所されています。 活動内容としましては、３３名
の利用者様個々の特性に配慮した生産活動の機
会の提供としてアクセサリー、テッシュケース、織
物、組みひも等の自主製品づくりをはじめ、音楽、
ダンス、運動等の提供を行っています。 また本施設の特徴でもある外出活動は、四季の季節を
感じることが出来る様々な場所に出かけています。
職員につきましては、自己研鑽、チームワークを重視し、より良い支援、専門性を持った支援に心
がけております。

新 人 紹 介

今年１月以降の新たな職員です。

Ｑ1 お名前は？ 藤田 純子（ふじた じゅんこ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 主任看護師
Ｑ3 趣味・特技は？ 特技はメディカルアロマセルフ
ケアセラピスト 趣味はズンバ、ヨガ、ガーデニングな
ど 体を動かすこと
意気込みをどうぞ！
千里の道も一歩から。 コツコツと努力を重ね、頼
る存在から頼られる存在になれるよう頑張ります。

宜しくお願いいたします。

Ｑ1

お名前は？

渡辺

利幸（わたなべ

としゆき）

Ｑ2
Ｑ3

所属は？
せんげん 生活支援員(常勤)
趣味・特技は？ レコード鑑賞、自転車いじり

意気込みをどうぞ！
明るいユニットを目指してガンバります！

Ｑ1
Ｑ2
Ｑ3

お名前は？ 田中 まゆみ（たなか まゆみ）
所属は？
せんげん 非常勤世話人
趣味・特技は？ バレーボール

意気込みをどうぞ！
明るく元気に頑張ります。
ます。

よろしくお願いいたし

Ｑ1 お名前は？ 宮下 実佳子（みやした みかこ）
Ｑ2 所属は？
府中さくらの杜 非常勤調理員
Ｑ3 趣味・特技は？
ホットヨガ・岩盤浴
意気込みをどうぞ！
皆さんに喜んでもらえる給食を作っていきたいです。

人事短信（平成３１年４月１日付） さらなる活躍を期待してください！
・府中はるみ福祉園
藤田 純子 主任看護師に昇任 ・ 三田 真奈美 総務主任に昇任
・府中さくらの杜
力丸 俊平 常勤生活支援員を発令（非常勤職員から）

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 ２～３日
特別開園日
１６日（木） 第１回理事会
１９日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
２２日（水） せんげん保護者会
６月 6 日（木） 定時評議員会・第２回理事会
１5 日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
２6 日（水） はるみ保護者会
７月 2 日（火） 虐待防止委員会
１１日（木） 第３回理事会
１３日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
１８日～１９日 はるみ研修旅行
８月１３日～１５日 夏期特別期間
１7 日（土） 土曜開園日（はるみ・さくら）
２8 日（水） はるみ保護者会

９月

6 日（土）

7 日（土）

にんな祭

ちょっと長めの編集後記

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。

昨年度は、長年の課題であった「医療的ケアを必要とする方

の受入」について、法人の全体の事業の中で受け入れると理事会、評議員会で議決し、
具体的には、本年度の府中はるみ福祉園の全面建て替え工事着工に向けた「国庫補助協
議」の中に「東京都重症心身障害者通所事業（定員５名）」を盛り込み、医療的ケア必
要者の受入れも行っていくことといたしました。 予定どおり府中はるみ福祉園建て替
え工事が進捗しますと、本年１１月に仮園舎への移転、来年１１月に新しい建物での事
業開始となります。 その際は、現在の利用者の方への支援の継続はもちろんのこと、
行動障害対応専用スペースが新たに設けられ、重症心身障害者通所事業も開始となりま
す。 それに加え昨年度は、新たに重症心身障害者福祉にウイングを広げることも含
め、各事業所とも適正な人材、人員を概ね確保し、また、法人として言語聴覚士、理学
療法士とも業務委託契約することが出来、さらには中堅職員等の昇任も実施して法人全
体の職員体制を整えることも出来ました。 本年度は、新しい年号「令和」とともに、
法人の基本理念の実現を旗印に、仁和会全体が利用者の皆様はもちろんのこと、改めて
府中市を中心とした東京都民の皆様に信頼を寄せていただけるように、今後の法人を担
っていくことのできる職員の育成や資質の向上、各事業所の事業の充実を重点に、落ち
着いて安定的な運営に向け、スタートを切ることが出来た「仁和会３２歳の春」である
と思う今日この頃であります。
（ほりい）
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