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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)

令和２年度のスタートです
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を賜り、あらため
て御礼申し上げます。 さて年末から新型コロナウイルスの感染が流行しだし、東
京オリンピックの１年延期、令和２年度のスタート当初から、恒例の施設参加行事
である「さくら祭り」「軽スポーツ大会」の中止、「福祉まつり」の６月から１０月
へ延期、４月８日には東京都に「緊急事態宣言」が発令され、府中はるみ福祉園、
府中さくらの杜の通所２施設も、登園自粛をお願いせざるを得ない状況となってし
まいました。 その状況の中、府中はるみ福祉園建替え工事が２月２７日から開始
となり、現在仮設園舎を建設、６月下旬には仮設への移転、７月からの本体施設の
解体及び建設が始まる予定としており、令和３年３月にはリニューアルオープン、
東京都の重症心身障害通所事業も開始することとなります。 新型コロナウイルス
に対する不安を払しょくできないところではありますが、法人職員一丸となって出
来る限りの支援を模索しながら、仁和会の理念の下に利用者の皆様が健康な日々を
過ごせるよう支援してまいりますので、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
統括施設長を拝命して

松下

民夫

本年 4 月より統括施設長の職を拝命致しました。仁和会として、
限られた人材で各事業を効果的に運営するために、今回の配置となり
ました。
将来の法人の管理体制の基礎づくりのため、甚だ微力ではありますが努力して参り
ますので、皆様方のご協力をお願い致します。
他の法人等を見てみますと、福祉事業の質と継続性の確保のための、管理体制特に
管理職の育成に苦慮しているところです。 幸いに当法人では若い主任、副施設長、
施設長が育っております。順調に世代交代ができる基礎体制が整いました。 今回の
私の役割としましては、各事業所の運営がスムーズに行えるよう進行管理や調整を行
うこととなります。
法人の各事業が安全に運営でき、法人が掲げている目標に向かって各職員が邁進で
きるよう見守ってまいりたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願い致し
ます。
当法人の新型コロナウイルス対策 統括施設長 松下 民夫
緊急事態宣言発令後、府中はるみ福祉園及び府中さくらの杜の両通所施設では、
緊急事態宣言の翌週から、登園を自粛いただけている利用者の方への電話による健
康確認等を実施するとともに、ご希望の方のご自宅への訪問を行ないました。 幸
いにも、現時点で利用者の方、職員およびそれぞれの同居の方にも新型コロナウイ
ルス感染が報告されておらず、緊急事態宣言が発令され２週間を経過していること
に鑑み、４月２３日からは分散登園を開始しております。

グループホームせんげん管理者就任にあたり
吉島 裕一朗
本年 2 月より、堀井管理者からバトンを引き継いで、せんげんの
管理者となりました。 グループホームせんげんは、4 つのユニット
で構成されており、ユニットせんげん・きすげは 15 年目、ユニット
かたまちは 8 年目、ユニットみなみは 6 年目を迎えました。 各ユニット、それぞれに素晴
らしい良さがあり、おひとりおひとりが日々の生活を大切にしながら過ごされています。
利用者様には、地域の中で暮らし心地の良い生活がおくれるよう、保護者の皆様におかれ
ましては安心してお任せいただけるよう、そして職員の皆様にとって働きやすい職場であ
るよう、法人の基本理念にもあります「仁と和の心」を胸に、今後も取り組んで参ります。
関係者の皆様の声に耳を傾け、力をお借りしながら、豊かさの創造の気持ちを常に持っ
て、より良い「せんげん」を目指してゆきたい所存でおります。今後も更なるご支援を心か
らお願い申し上げます。

府中さくらの杜 副施設長となりました
渡邊

章江

令和 2 年 4 月 1 日より府中さくらの杜副施設長となりました
渡邊章江と申します。 仁和会に入職してから 8 年間弱、府
中さくらの杜の利用者様方と共に過ごしてまいりました。
利用者様の楽しそうな笑顔や新たな発見を目にしては喜びを感じ、利用者様に
教えられることも多くあります。 今回異動により配属となった 2 名の常勤職員が
加わり、新職員体制を強化すべく、新人職員の教育に加え、中堅職員のスキルアッ
プ、ひいては全職員の支援力向上のため、各種会議やケース検討、専門研修への参
加などを積極的に行っていきます。 また利用者様が安定して長く通い続けるに
は、職員の安全・安心な職場環境、良好で連携のとれた職員関係が大切であると考
えます。 職員が自身の心と体にゆとりを持ち働くことは、良い支援につながりま
す。 未熟ではありますが、松下施設長をはじめ職員、利用者様、ご家族、地域の
方々にご支援、ご協力をいただきながら、府中さくらの杜の発展のために努めてま
いります。

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 ★★
★グループホームせんげんは、ユニットせんげん（男性 4 名）、ユニットきすげ（女性 5
名）、ユニットかたまち（男性 4 名）、ユニットみなみ（男性 4 名）4 つのユニットで成り
立っています。皆さん、お互いを思いやり助け合いながら、明るく楽しく過ごされていま
す。今年度も、健康で充実した生活がおくれるよう見守って参ります。

府中さくらの杜
４月より新たに３名の利用者様を迎え、３４名で活動しております。四季を感じられる場所
に出かけたり、公園清掃・ダンスや軽体操・新たに加わったマット運動などで積極的に身体
を動かす時間を設け、音楽活動やカラオケ・レクリエーションなど楽しくリフレッシュでき
る活動も取り入れたりと、利用者の皆様が安定して通う事が出来る施設を目指して取り組ん
でおります。

グラウンドでウォーキング＆ランニング。

きれいに染まったよ。

どんな模様になるかな。

鬼は～外！福は～内！

マットの上でみんなでストレッチ。

トングを持ってゴミ拾い。

真っ白な木蓮の下で。

満開の桜の下でハイチーズ。

みんなで楽しく創作活動。

◎ 府中はるみ福祉園 ◎

昼食前にはお口の体操をして、噛む力や飲み込む力の低下を防ぎます！！

棒体操でぐ―っと体を伸ばし作業の疲れを癒してます☆彡

新 人 紹 介

今年１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？ 堰免 サキ子（せきめん さきこ）
Ｑ2 所属は？
府中はるみ福祉園 非常勤看護師
Ｑ3 趣味・特技は？ 書道
意気込みをどうぞ！
４０数年の看護師歴の中で初めて
の経験ですが、人と人との関わりは、どこでも大切にしてき
ました。 これからも、いつも笑顔で皆様との関係を築いて
いきたいと思います。

Ｑ1 お名前は？ 鈴木 信行（すずき のぶゆき）
Ｑ2 所属は？
せんげん 生活支援員(常勤)
Ｑ3 趣味・特技は？ Ｄ．Ｉ．Ｙ １５歳から始めたサー
フィン（今はロングボードです）
意気込みをどうぞ！
とにかく笑顔を絶やさず、相手の
立場に立って行動します。

変更となる予定等
４月 ４日（土）
５月２０日（水）
２３日（土）

府中市桜まつり → 中止
せんげん保護者会 → 中止
軽スポーツ大会 → 中止
（一日開園の予定でしたが、土
曜開園日とする予定です。）
６月 5 日（金） はるみ休園日 → 開園日
（６/７の振替休日でした）
７日（日） 福祉まつり→１０月１１日（日）
に延期予定、はるみ開園日→中止
７月１３日～１４日 はるみ一泊研修旅行 → 中止
（バスが借りれなくなりました）

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

※ 今のところの中止、延期、変更等です。 本年度
の理事会、評議員会及び保護者会等は予定どおりと考
えておりますが、今後の状況により中止や延期が想定
されますが、その際には、ご連絡させていただきます
ので、予めご了承ください。

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。

人事短信 さらなる活躍を期待してください！
・令和２年２月１日付
・令和２年４月１日付
〃

府中はるみ福祉園
府中さくらの杜
府中はるみ福祉園

小原
藤谷
大村

夏子
卓
智裕

主任生活支援員に昇任
主任生活支援員に昇任
主任生活支援員に昇任

編集後記 昨年度に府中はるみ福祉園の全面建て替え工事を着工し、令和３年３月３日
の新施設開所式を計画していたところですが、この新型コロナウイルスのせいで予定
に？マークがつきそうです。 いずれにしましても新コロ騒動の終わりが見えないの
で、予定が立たない、心が落ち着かない日々が続いていますが、私たちが提供すべき福
祉サービスとは何かを問い直すいい機会とポジティブにとらえながら、今後に向かって
精神的に、物理的にも整理、整頓、清掃、清潔、しつけ（きれいに使うように習慣づけ
ること）の「5Ｓ」をしていきたいと思う今日この頃です。
それにしても「新コロに マスク二枚の 強しんぞう？！」
（ほりい）
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