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◆４ページ　　　新年会
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法人本部
〒972-0161 福島県いわき市遠野町上遠野字堀切12-1

(0246) ７４－１５５１　(0246) ７４－１５６１

救護施設やしおみ荘
〒972-0161 福島県いわき市遠野町上遠野字堀切27
(0246) ８９－３３３３　(0246) ８９－３３３４

障害者支援施設ふじみの園・ショートステイほっと
〒972-0252 福島県いわき市遠野町上根本字白坂384-1
(0246) ８９－３４００　(0246) ８９－３４５４

グループホーム　レジデンスなこそ
メゾン・ド・あたご、メゾン・ド・ほりきり、コーポおかおな

就労継続支援Ｂ型ワークセンターしおさい
〒971-8161 福島県いわき市小名浜諏訪町1-10
(0246) ７３－２０７７　(0246) ７３－２０７８

就労継続支援Ｂ型天真庵
〒974-8212 福島県いわき市東田町2-11-7 
(0246) ７７－２０３３　(0246) ７７－２７３３

障害児通所支援第２ちゃーむ・日中一時支援第２ちゃーむ
〒973-8409 福島県いわき市内郷御台境町鶴巻45-2
(0246) ８４－６８８２　(0246) ８４－６８８３

障害児通所支援みによん・日中一時支援みによん
〒974-8261 福島県いわき市植田町林内11-1
(0246) ８５－５７２０　(0246) ８５－５７２１

ハーモニーセンター
〒971-8162 福島県いわき市小名浜花畑町19-10

　・指定特定相談事業所せんとらる
　(0246) ３８－３５２０　(0246) ３８－３５２１

　・就労継続支援Ｂ型・就労移行支援虹のかけはし
　(0246) ７３－０１１１　(0246) ７３－０１１２

　・障害児通所支援ちゃーむ・日中一時支援ちゃーむ
　(0246) ７３－２０３３　(0246) ７３－２０３４

　４月１日から新規採用の３名を迎え、令和２年度がスタートしました。今年度より私たち誠心会は、
「創造・挑戦そして調和」を新たな法人理念とし、この理念に基づいた実現したい未来像、５つのビジョ
ンの実践・行動計画として中長期計画を策定しました。

法人理念　
　創造・挑戦そして調和

ビジョン
　１． 私たちは豊かな想像力を発揮して地域共生社会の実現に貢献します
　２． 私たちは正受不受の精神で未知なる事にも果敢にチャレンジします

（福祉×Innovation）
　３． 私たちはさまざまな多様性を尊重し伴に調和のとれた社会

を目指します
　４．私たちは地域の生活・福祉課題に積極的に対応します
　５．私たちは働く喜びのある法人を目指します

　今回策定した中長期計画は2020年４月～ 2023年３月の３年間の
計画とし、今年度はその第１期となります。職員一人ひとりが考え
ることを怠らず、その各自の視点から想像を膨らませ、変化を恐れ
ず変革を起こそうとする意識を持つ。そして人と地域と繋がり続
けハーモニーを奏でていきたい。令和の新時代に求められている「多様性」「包摂性」に適応した法人、
職員となる為に新しいことに挑戦しながら再生に向けた取り組みを行っていきたいと考えております。

※中長期計画の詳細は当法人Webサイトにてご覧いただけます。

　ふじみの園のご利用者様、保護者の皆様はじめ、各関係機関、また地域の皆様には、日頃

より当施設の運営にあたりご支援ご協力を賜り衷心より厚く御礼申し上げます。

　この度、前施設長の退任にあたり、４月１日付けで施設長に就任いたしました。施設長と

いう大役に日々責任の重さを痛感しております。ふじみの園では利用者の重度、高齢化が進

んでいる現状でありますが、関係機関、そして地域の方々のお力添えを頂きながら、より一

層利用者に寄り添った支援に取り組んでいきたいと考えております。また、当施設が地域における社会資源

としてお役に立てるよう、施設機能の開放及び活用等にも努めていく所存ですので、力量不足ではあります

が、今後とも皆様のご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

新年度がスタートしました
～ 創造・挑戦そして調和 ～ 

ふじみの園施設長 就任のご挨拶 櫛田 節子
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　12月23日(月)植田町にある八幡台やまたまやにてクリスマス会を開催しました。今回は地元いわき市や

県内外で活躍されているソウルシンガーの菅波ひろみさんに出演して頂きました。保護者の皆様を交えて

の会食では豪華なコース料理を堪能し、会食中は

ステージ上で利用者の日々の活動や思い出の写真

を集めたスライドショーを上映しました。会食終

盤には菅波ひろみさんによるクリスマスソングラ

イブが披露され、コーラス編成ユニットでの迫力

のライブに皆さん魅了されていました。最後に職

員が扮したサンタクロースが登場し、利用者代表

へプレゼントを贈りました。終始笑顔が溢れ、素

晴らしい会となりました。

クリスマス会　～一足早いクリスマスがやしおみ荘に～ やしおみ荘

クリスマス会　� ふじみの園

　12月11日(水)午前中にやしおみ荘体育館にてクリスマス会を行いました。社会福祉法人の地域貢献事業

の一つの取り組みとして、近隣の遠野保育所年長組の園児11名と先生３名を招待しました。今年のクリ

スマス会の内容はクリスマス実行委員と利用者の代表から成る自治会の役員で職員と共に話し合い、子ど

も達が楽しめるゲームは何が良いか、ルールはどうするか、一緒に歌うクリスマスの曲は何にするか等、

決めなければならないことがたくさんありましたが、利用者同士でも意見を出し合う良い機会にもなった

ようです。

　体育館の入り口から子ども達を拍手で迎えると、はじめは利用者も子ども達も緊張した表情が見受けら

れました。施設長、伊藤所長から挨拶を頂き、子ども達からはお遊戯を披露して頂きました。男の子は最

新曲の三代目J SOUL BROTHERS「Rat-tat-tat」に合わせてダンスし、最後には格好良く側転もして、利

用者と職員を驚かせてくれました。女の子は、ディズニーの人気アニメーションのリロ＆スティッチ「ア

ロハ・エ・コモ・マイ」の曲に合わせ、フランダンスを披露してくれました。フラダンスレイをかけた子ど

も達は可愛らしく、綺麗なダンスでした。

　次は子ども達と利用者を含めて15人１グループになり、縦に１列に並んで前の人からボールを後ろに

回していくゲームです。勝ち上がったチームには素敵な景品が待って

いることを知ると、子ども達に元気をもらいながら頑張っていました。

負けてしまったチームは落ち込んでいましたが、その順位の景品を選

ぶ頃には負けたことを忘れてしまうくらいに笑顔が見られました。

　みんなで「赤鼻のトナカイ」を合唱した後、子ども達から折り紙で

作ったサンタの腕輪のプレゼントがあり、利用者の腕につけてくれま

した。またサンタクロースに扮した利用者からは積木とブロックをプ

レゼントしました。

　準備する時間は長くても、実際に交流すると時間が経つのは早く、

あっという間に終わりの時間となってしまいました。参加した子ども

達や利用者だけでなく、この会を盛り上げようと当日まで準備をして

いた自治会役員やクリスマス会実行委員の利用者も終始楽しんでいま

した。

　遠野保育所の皆さん、お越し頂きまして、ありがとうございました。
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　12月20日（金）事業所内でクリスマス会を行い
ました。数日前から休み時間を利用し自主的にク
リスマスの飾りを折り紙で作成している姿が見ら
れ、日を追うごとにクリスマス会へ向けて心待ち
にしている会話も聞こえてきました。当日は午前
中に作業を行った後、利用者同士協力して飾り付
けを行い、いつもの休憩室がとても華やかな雰囲
気になり「クリスマス会を楽しもう」という気持ち
が職員にも伝わるくらいでした。ケーキ、お菓子
を食べ、プレゼント交換やビンゴゲームも盛り上
がり、終始利用者の笑顔が絶えない、とても楽しい
ひと時でした。

　12月20日（金）午前中に作業を行った後、クリスマス会兼忘年会

の食事会とレクリエーションを行いました。食事会では、皆でテー

ブルを囲みながら、唐揚げやポテトのオードブルとお菓子の詰め合

わせをお腹いっぱい食べて楽しみました。食事の後はレクリエー

ションの卓球大会を実施しました。上手に球を打ち返しスマッシュ

を決めると拍手喝采。初めての卓球大会は大盛り上がりで幕を閉じ、

１年間を労い合いました。

　12月23日(月)　天真庵にてクリスマス会を開きまし

た。

　午前中に作業をした後、午後からはみんなでケーキや

お菓子を食べたり、ダーツや手作りのボーリングで遊ん

だりと、体をたくさん動かし、楽しく過ごしました。最

後に、みんなで働いた１年間を労い合って会を締めくく

りました。

クリスマス会　� 虹のかけはし

クリスマス会兼忘年会　� ワークセンターしおさい

クリスマス会　� 天真庵
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やしおみ荘

ふじみの園

虹のかけはし ワークセンターしおさい 天 真 庵

　１月22日（水）植田町にあり、

結婚式場でもある「八幡台やま

たまや」にて毎年利用者の方が

楽しみにしている新年会が行

われました。毎年、インフルエ

ンザの流行や大雪によって開

催を心配していましたが、曇り

空ではあったものの、雨も降る

ことなく、当日を迎えることができました。今年は、ラテンパーカッ

ション奏者の加藤ちゃぼ様に新年会を盛り上げて頂き、ステージ上で

バケツや鍋、割りばし等の身近にある日用品を使用した手作りの楽器

がたくさん用意され、利用者全員が一緒に参加できるようになってい

ました。説明を聞いて興味を持った方は次々とステージに上がり、ちゃ

ぼ様と同じように身体を大きく使って楽器を鳴らし、普段できない演

奏にとても喜んでいました。また、その様子を見ながら、目の前の豪

華な食事をゆっくりと楽しまれていた方もいました。最後には、利用

者にも人気でお馴染みの「きよしのズンドコ節」をカラオケの曲に合

わせて楽器を演奏して頂き、利用者全員が一緒に歌ったり、手を叩い

たりと会場が歓声と笑顔で溢れていました。

　そして、今年は利用者のカラオケの合間に「施設長と今年の抱負を

語ろう」という事で、施設長に選ばれた各テーブルの代表者一人ずつ

が今年の目標や頑張りたい事等を発表して頂きました。突然の指名で

緊張し、恥ずかしそうな表情を見せていた方も、徐々に堂々と話せる

ようになり、中にはなかなかマイクを離してくれない方もいたりと、

職員も知らなかった皆さんの志も知ることができました。今年一年が

良い年となるよう、みんなで拍手をする場面も見られ、終始和やかな

雰囲気で新年会を終える事ができました。

　今年も利用者と職員にとって良き年となりますように。

　１月16日（木）かんぽの宿にて新年会を行い

ました。バスで会場へ向かい、車内では皆で歌

いながら遠足気分で出かけました。昼食は、鍋

や刺身、天ぷら等の会席料理を頂きました。食

後は、この日の為に職員が準備した手作りの大

きなトランプでゲームをしました。このトラン

プは、利用者の日常や行事などの写真を利用し

て作りましたが、自分のカードを引き当てたり、

面白い表情のカードが出る度に歓声が上がって

いました。そして最後には利用者の大好きなカ

ラオケ大会を行い、歌って踊って大いに盛り上

がり、思い出に残る良い一日となりました。

　１月13日（月）午前中の作業を終え

た後、午後からは楽しみにしていた新

年会の行事であるカラオケ大会を、ま

ねきねこ小名浜店にて実施しました。

今年は、昭和歌謡曲からK-POP、ジャ

ニーズ、アニメソングとバラエティー

豊かな選曲でした。リズムよく手拍子

をしたり、エアギターをしたりと各自

自由に曲に合わせて楽しんでいまし

た。２時間という短い時間でしたが、

笑顔でいっぱいの時間でした。

　１月24日（金）午前中に作業を行い、

昼食後、まねきねこ小名浜店にて新年

会のカラオケ大会を行いました。最新

曲からアニメソング、演歌や童謡と幅

広い選曲に合わせダンスや手拍子で

更に盛り上がり、合間にはお菓子や

ジュースも楽しみながら皆さん大熱唱

でした。「今年もよろしく」「作業がん

ばろう」と最後には言葉を交わし、気

持ちを引き締めました。

　１月13日(月)午前中に作業を行い、

午後から天真庵にて新年会を行いまし

た。

　昼食後、待ちに待っていたかるた取

り、手作りボーリング、卓球大会を実

施しました。

　普段出すことがない大きな声を出せ

ることも気分転換となり、笑顔が見ら

れ盛り上がりました。みんなでまた「今

年も頑張ろう」という強い決意が聞か

れました。



バレンタインデーの贈り物
～大倉保育園との交流会～

ふじみの園鬼は外 福は内
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　２月14日(金)　今年もインフルエンザの流行と新型コロナウイルスの感染が国内でも確認され

ていたことから、交流会の開催も心配していましたが、無事に大倉保育園の子ども達を迎えるこ

とができました。当日は年中組と年長組の子どもが50名、先生が６名の計56名が来荘し、やしお

み荘の体育館にてお遊戯を始め、歌や手話を披露してくれました。

　施設長と大倉保育園の園長先生から挨拶を頂くと、年長組の子ども達が昨年の大ヒット曲の「パ

プリカ」に合わせてダンスを、年中組の子ども達は練習した手話で歌を披露してくれました。「鬼

のパンツ」の歌がかかると、この曲を知っている利用者は一緒に振り付けをする等、楽しんでい

る姿が見られました。子ども達が歌っていると、利用者の一人が子ども達の前に進み、両手を振っ

て指揮をとるような場面も見られ、その姿には子

ども達も大喜びでした。

　最後にやしおみ荘の利用者代表から挨拶をし、

手作りの押し花の飾りと虹のかけはしのシューク

リームをプレゼントしました。また、子ども達か

らはハートのモチーフの壁飾りと雪だるまの壁飾

りを頂きました。大切に飾らせて頂きます。

　来年も遊びに来てくださいね。

　２月３日（月）夕食前の時間帯に、節

分行事の豆まきを行いました。子年生ま

れの利用者は男性のみ、年男だけでの豆

まきでした。職員と共に数名の利用者も

鬼役となり、豆に見立てた柔らかいカ

ラーボールで退治されました。鬼が慌て

逃げる姿を見て、大盛り上がりでした。

利用者の皆さんが健康で穏やかに過ごす

ことができますように…と、無病息災を

祈りながら煎り豆を食べました。

やしおみ荘



－ 6 －

   上根本地区の皆様との交流会　� ふじみの園

虹のかけはし　　商 品 紹 介

　２月18日（火）地元住民の会合「上根本サロン」より８名のサロンのメンバーの方々と、いわき市

社会福祉協議会遠野地区協議会より１名の皆様と交流を図りました。会合場所として今回は、当園の

地域交流ホームふじみの里を提供し、集合場所までの送迎もさせていただきました。職員より脳トレ

体操と健康体操を紹介し、一緒に行った後は、設備としてある音響やプロジェクターを利用したカラ

オケも楽しまれておりました。法人内の就労継続支援Ｂ型事業所 天真庵のお弁当を食べながら、当

施設や地域の現状について話をし交流を深めました。地域交流ホームふじみの里は、小ホールの他に

キッチンや小浴室も備えており、研修や会合等に一般の方もご利用いただけます。地域貢献の一環と

して施設の設備等を含め無料で提供しております。お気軽にふじみの園（☎0246－89－3400）ま

でお問い合わせください。

　虹のかけはしでは、ジャンボカメロンパン、ジャンボキャラクター

パンなどの大きいサイズのパンの注文を受け付けています。

　誕生日や記念日などに、ご家族や身近な方へプレゼントしてみて

はいかがでしょうか。

　ご注文の際は、虹のかけはしまでご連絡下さい。

　　 虹のかけはし　☎（0246）７３－０１１１

ウェブサイトをリニューアルしました

社会福祉法人　誠心会

https://www.seishin-kai.jp/

当法人のウェブサイトをリニューアルいたしまし
た。こちらで最新の情報を発信してまいります。
　今後とも社会福祉法人 誠心会をどうぞよろしく
お願いいたします。
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ちゃーむ・第２ちゃーむ・みによん

会

　３月３日（火）事業所内でひなまつり集会を行い

ました。壁には子ども達が制作した一つひとつ個性

のある「つるしびな」が飾られ、とても華やかな雰

囲気でした。ひなまつりの由来や紙芝居をみんな真

剣に聞いており、昔の風習を知る事が出来ました。

ピアノの演奏に合わせてひなまつりの歌を唄い、そ

の後ゲームを楽しみました。おやつには雛あられを

食べ、女の子だけでなく男の子も一緒に楽しい時間

を過ごすことができました。

　毎年４月号でご報告しております当法人主催の講演会ですが、今年も令和２年

３月７日に予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染が拡大している状

況を受けまして開催を中止いたしましたこと、お知らせいたします。

当法人主催講演会についてのお知らせ

2020年（令和２年）度

社会福祉法人
誠心会「組織図」

権利擁護第三者委員
顧 問 会 計 士
嘱 託 医 師

理 　 事 　 長

理 事 会

評 議 員 会

経 営 者 会 議
権 利 擁 護 委 員 会
・苦 情 解 決 委 員 会
・虐 待 防 止 委 員 会
リスクマネジメント委員会
広 報 委 員 会
研 修 委 員 会
業 務 改 善 委 員 会
地域における公益的な取組推進委員会

就労継続支援B型

虹のかけはし

ワークセンターしおさい

天真庵

就労移行支援
虹のかけはし

指定特定相談支援事業
せんとらる

指定障害児相談支援事業
せんとらる

救護施設
やしおみ荘

指定障害者支援施設
ふじみの園

（生活介護・施設入所支援）

短期入所
ショートステイほっと

日中一時支援事業ほっと

(いわき市委託事業）

（入所系）

（居住系）

（就労系）

（児童系）
(いわき市委託事業）

(相談系）

ＧＨレジデンスなこそ

ＧＨコーポおかおな

ＧＨメゾン・ド・あたご

ＧＨメゾン・ド・ほりきり

障害児通所支援

ち ゃ ー む
第２ちゃーむ

み に よ ん

日中一時支援事業ちゃーむ

日中一時支援事業第２ちゃーむ

日中一時支援事業みによん

法人本部
〒972-0161　
福島県いわき市遠野町上遠野字堀切12-1

TEL　0246-74-1551
FAX　0246-74-1561
Ｅmail アドレス　main@seishin-kai.jp
ホームページ　　https://www.seishin-kai.jp/

2020年４月１日現在



－ 8 － ※本会報は本人または保護者の同意のもとに写真を掲載しております。

■退　職

氏　　名 勤　務　先 退職年月日

菅波佐知子 相談支援事業部せんとらる　相談支援専門員 （限定職） 令和２年３月31日

小沼　美奈 障害者支援施設ふじみの園　看護師 （一般職） 令和２年３月31日

■新規採用

氏　　名 勤　務　先 採用年月日

作山　栄二 虹のかけはし（就労移行支援事業）　職業指導員（一般職） 令和２年４月１日

近藤　智穂 障害児通所支援ちゃーむ　保育士（一般職） 令和２年４月１日

志賀　千尋 障害児通所支援第２ちゃーむ　保育士（一般職） 令和２年４月１日

■昇進・昇格�・異動�（令和２年４月１日）

氏　　名 旧 新

小宅　幸恵 障害児通所支援みによん 

課長兼管理者兼児童発達支援管理責任者 （総合職）

障害児通所支援みによん　

次長兼管理者兼児童発達支援管理責任者（総合職）

上遠野加代子 障害者支援施設ふじみの園　
課長兼サービス管理責任者（総合職）

障害者支援施設ふじみの園
次長兼サービス管理責任者 （総合職）

木村　　大

虹のかけはし（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型）
主任兼管理者兼サービス管理責任者 

就労継続支援Ｂ型しおさい　

主任兼管理者 （総合職）

虹のかけはし（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型）
主幹兼管理者兼サービス管理責任者

就労継続支援Ｂ型しおさい　

主幹兼管理者 （総合職）

高萩　朱美 就労継続支援Ｂ型しおさい（天真庵）　
生活支援員 （限定職）

就労継続支援Ｂ型しおさい（天真庵）　
副主任兼生活支援員（限定職）

松野美智子 相談支援事業部せんとらる　

相談支援専門員 （限定職）

相談支援事業部せんとらる　

相談支援専門員（総合職）

鈴木美由紀 障害児通所支援ちゃーむ　指導員 （限定職）
障害者支援施設ふじみの園　

生活支援員（総合職）

黒谷なつみ 障害者支援施設ふじみの園　

生活支援員（一般職）

障害者支援施設ふじみの園　

生活支援員（総合職）

諸橋　亨介 障害児通所支援みによん　指導員（総合職）
障害者支援施設ふじみの園　

生活支援員（総合職）

佐藤　美栄 虹のかけはし（就労移行支援事業）　
職業指導員（限定職）

法人本部付（限定職）

 　今年は暖冬と言われ、いわき市では大雪に見舞われることなく冬を越しましたが、

現在新型コロナウイルスの感染拡大により、日常生活に大きな影響が出ています。不

安や悩みは消えませんが、ふと辺りを見渡すと、青い空や色鮮やかに咲く花々が目に

入り、心を落ち着かせてくれます。一人ひとりが相手を思いやり健康に気をつけなが

ら、この苦境を乗り越えていければと思います。

編
集 後 記

人　事　異　動

寄付を頂いた方 佐藤　淳一 様（佐藤理容所 様）


