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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３年度当初にあたり

理事長 加藤 義輝

若葉のまぶしい季節となりましたが、常日頃から当法人に対する皆様方から多大なご支援
ご協力を賜り御礼申し上げます。 さて、４月に新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、３
度目の緊急事態宣言が発令され我慢我慢の日々が続いておりますが、お陰様を持ちましてこ
の間、当法人の利用者の皆様はもちろんのこと職員等の関係者にも一人も新型コロナウイル
スに感染した方が確認されず、胸をなでおろしているところであります。 なかなか進まな
いワクチン接種や治療薬の開発まで、辛抱の日々が続きますが、各施設の運営において今ま
でどおりの基本に忠実な感染症対策を続けていくほかありません。 引続き新型コロナウイ
ルスの感染症対策につきまして皆様方のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。 さて、お陰様で府中はるみ福祉園の建替え工事も無事完工し、去る４月２０日より使
用開始となっております。 この間、仮設や本体工事の近隣の皆様にご迷惑をおかけしたこ
とをお詫びするとともに、皆様の多大なご協力に心より感謝申し上げます。 本来であれば
盛大に開所式を挙行するところではありましたが、新型コロナウイルス対策として利用者の
皆様方と職員のみでの開所式とさせていただきました。 また、本年度当初は、ＧＨせんげ
んの開設１５周年および府中さくらの杜開設１０周年でもあり、法人上げてのお祝いの時期
でありましたが、来年は法人設立３５周年となることもあり、新型コロナ対策も終息に向か
っていると思われる来春に、今年できなかった分も含めて盛大にお祝いをしたいと考えてお
ります。 本年度も府中はるみ福祉園、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楽しく愛情溢れた支援に職員一同邁進
する所存でございますので、引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

新しい「府中はるみ福祉園」写真館！！

見学は随時受付ておりますので、
事前に電話でお申し込みの上、マ
スク着用でお越しください！！

（北東からの建物全景）

（南からの建物全景）

（玄関ですね）

（１階『じゅげむ』スペース《重心通所事業》）

（北西からの建物全景）

（この看板は初代の建物から移設しました）

（１階

食堂）

（『じゅげむ』の奥にある入浴室）

（２階作業室①）

（２階作業室②）

（２階リラックススペース）

（２階

左から「支援事務室」
「サポートにんな」
「医
「医務室」「身障者用トイレ」）

（３階

リラックス、運動や創作活動スペース）

（３階

個別支援スペース）

職員達の「字」と「彫」！！ ちょっと自慢！！

（エレベーターホール）

（１階

厨房）

（府中市の木であるケヤキの一枚板です！！）

新府中はるみ福祉園 建物概要
１．施設（事業）の種類等
（１） 府中はるみ福祉園 生活介護事業 定員４０名 （事業所番号 1312900077）
・付帯事業 東京都重症心身障害者通所事業 通称『じゅげむ』 （上記定員の内数として５名）
（２） サポートにんな
指定特定相談支援事業
（事業所番号 1332901089）
２．規模及び構造
（１） 敷地面積
８００．１３㎡ （府中市より無償貸与）
（２） 建物の面積 建築面積 ３４９．４１㎡
延面積 ８１０．００㎡
（３） 建物の構造 地上３階建 陸屋根 鉄筋コンクリート造
３．着工年月日等
（１） 仮設建物着工日 令和２年３月２日
（２） 仮設運営開始日 令和２年７月６日
（３） 本体工事着工日 令和２年７月６日
（４） 本体工事引渡日 令和３年４月１６日
（5） 本体運営開始日 令和３年４月２０日
・仮設運営期間 令和２年７月６日～令和３年４月１９日（２８７日間）
４．整備費および財源
整 備 費
・本体工事費

財 源

２８８，０９０，０００円 ・国及び都補助金

２８１，６９１，０００円

・解体撤去工事費

３３，１０４，７００円 ・福祉医療機構借入金

５７，０００，０００円

・仮設施設工事費

６７，５１５，６００円 ・自己資金

８４，１２５，９２０円

・設計監理料

１５，１８０，０００円

・初度備品費

７，２１８，０００円

・その他の経費
計

１１，７０８，６２0 円
４２２，８１６，９２０円

計

４２２，８１６，９２０円

※ その他の経費は、各種申請手数料、仮設地賃借料、ボーリング及び測量費等です。
５．施工業者等
（１） 設計・監理 株式会社 高水一臣建築事務所
（２） 施 工
平岩建設 株式会社

「ご寄附ありがとうございました!!」
前号以降引き続き府中はるみ福祉園建替えへのご寄附を下記の方々から賜り、前回に加え合
計で３，２２８，０００円を頂戴しました。 ご浄財は、建設のための自己資金に充当させていただき
ます。 改めて御礼申し上げます。 ありがとうございました。(感激！)
光永 雅俊・植本 良子・本多 忍・秋元 都代・谷口 美和子・巻島 友仁・
（株）ライオン事務器・上杉 由美・森口 未浪・（株）永田事務所
理事長 加藤 義輝
（４月３０日現在、敬称略、一部氏名記載後辞退の方がいらっしゃいまし
た。）

各事業の行事活動の様子をお知らせいたします

★府中はるみ福祉園 ★
全国ポストカードデザイン大賞に皆さんの絵を web 応募いたしました！
全国から 1013 点と多くの作品が応募される中、はるみ福祉園からは２人の作品が見事
一般の部にて入選しました！おめでとうございます♪
ネットでポストカ
ード大賞と検索！
僕たちの作品が
公開されてます★

和田純一
作品名：STAY HOME

市村直行
作品名：OBARA

■■ グループホームせんげん ■■
新型コロナウィルスの影響が続いておりますが、ホームでもクリスマス会や節分などの季節に合
わせたイベントを引き続き行うことが出来ています。ソーシャルディスタンスの維持や個別の部
屋での食事など形は異なりますが、以前と同じようにイベントを行うことが出来るのは、利用者
の皆さんがホームでの約束事を守ってくださるからだと思います。

府中さくらの杜
府中さくらの杜と言えば「桜」。さくらの杜の桜が咲き始めたら、写真を撮らないわけにはいきま
せん。一歩外に出て今しかない桜をバックに、皆様素敵な笑顔を見せてくれました。そして春は
別れと出会いの季節。今年度もさくらの杜らしく明るく前を向いて歩み出しましょう。

府中さくらの杜は、東日本大震災の年に
開設し今年 4 月 1 日で 10 周年。施設
内でささやかなお祝いを行いました。前
身施設から在籍している 2 名の利用者
様からお祝いの言葉をいただきました。
昼食では特別
メニューを楽
しみました。

新 人 紹 介

今年３月以降の新たな職員です。

宜しくお願いいたします。

Ｑ1
Ｑ2
Ｑ3

お名前は？ 齋藤 あゆみ
所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員（常勤）
趣味・特技は？ お菓子作り、ワインが好きで勉強し
ています！！
意気込みをどうぞ！
少しでも皆様の力となれるよう頑
張ります。 楽しく毎日を過ごし、たくさん笑いましょう。
Ｑ1
Ｑ2
Ｑ3

お名前は？ 生沼 正美（おいぬま まさみ）
所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員（常勤）
趣味・特技は？ 刺しゅう、編み物、手芸いろいろ、
意外と手先が器用
意気込みをどうぞ！
約４年半の非常勤を経て、このたび
常勤になりました。どうぞよろしくお願い致します。

Ｑ1

お名前は？

小泉

優子（こいずみ ゆうこ）

Ｑ2
Ｑ3

所属は？
府中さくらの杜 生活支援員（常勤）
趣味・特技は？ ホットヨガ、特技はありませんが、
体力には自信があります。
意気込みをどうぞ！
利用者の皆様と毎日笑顔で楽しく
過ごしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
Ｑ1
Ｑ2
Ｑ3

お名前は？ 砂川 順（すながわ じゅん）
所属は？
府中はるみ福祉園 生活支援員（常勤）
趣味・特技は？ 映画、動画鑑賞。 銭湯めぐり

意気込みをどうぞ！
４月に入職しました。 前職は特
別支援学校で常介護職員をしていました。 介護歴８年の
経験とスキルです。 これからはるみ福祉園の職員として
頑張ります。

Ｑ1
Ｑ2

お名前は？
所属は？

小林 浩元（小林
府中はるみ福祉園

ひろもと）
生活支援員兼
送迎要員（非常勤）

Ｑ3 趣味・特技は？ ペット（犬）、早起き
意気込みをどうぞ！
早く名前を覚える。
※ ６月からは嘱託職員として勤務する予定です。

今後の予定
５月１４日（金） 監事監査
２０日（木） グッドパーソン
２７日（木） 第１回理事会
６月 ４日（金） はるみ福祉園の振替休日を取り消しとし通常開園日とします。
※年間予定では「府中市福祉まつり（6/6）」に出演のため振替休日としていました
が、ＹｏｕＴｕｂｅによる出演となったため、個人情報を勘案し今回の出演は辞退
しました。
１９日（土） 土曜開園日（半日開園）
２３日（水） はるみ保護者会
２４日（木） 定時評議員会・理事会
７月 ６日（火） 虐待防止委員会
１７日（土） 土曜開園日（半日開園）
２９日（木） グッドパーソン（さくら）
８月 21 日（土） 土曜開園日（半日開園）
２５日（水） はるみ保護者会
９月 ４日（土） にんな祭
※ 上記予定は、新型コロナウイルスの感染の状況により、延期または中止となる場合が
ありますので、予めご了承ください。
編集後記 マスクが常態となり、していないと不安になるのが当たり前のようになってしま
っている心持ちは、やはり異常事態だと思います。 ワクチン接種が待ち遠しい今日この頃
です。 さて、後処理や仮設の解体は残っておりますが、府中はるみ福祉園の建替え工事が
完了し、新しい建物での運営が始まっております。 この時のために職員が１年かけて検討
してきた支援の枠組みや方法を実践し始めており、まだまだ模索の中にはありますが、利用
者の皆様が楽しく、また充実した日々を送って頂けるよう頑張っております。 この建替え
の最大の課題はやはり資金面でした。 コロナ禍以前の東京オリンピック景気により、建設
コストの上昇、特に東京五輪に付帯する各種仮設建物（プレスセンターとか）のプレハブリ
ース料が約３倍近くに跳ね上がっており、仮設建物の建設費に大きな影響がありました。
また、解体建物の外壁部からアスベストが出る等の追加費用も出てしまいヒヤヒヤしていた
のですが、何とか理事会で承認頂いていた入札時の予定価格（費用負担の上限）内に収める
ことができ、ホッとしているところであり、あらためて皆様に御礼申し上げます。 これで
様々な障害に対応できる拠点としての基盤が整備できましたので、「新しい酒は新しい革袋
に」の格言どおり、現在の中核職員中心となって今後の仁和会を背負っていける仕組みづく
りをしていきたいと考えております。 今後とも変わらぬご支援、ご協力をお願いいたしま
す。 感染症対策も頑張ります！！
（ほりい）

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。
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