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神奈川県総合リハビリテ
ーション事業団、神奈川県

選ばれる法人・施設へ
～反省を力に～

三浦しらとり園、秦野精華
園など県内社会福祉施設
の運営に携わる。

理事長 中山 昇

立秋が過ぎ処暑も越えたというのに全国各地から記

利用者や家族も見ています。理不尽なことなどは

平成 20 年 4 月より現職

録的な猛暑のニュースが報じられています。横浜の熱

決して許してくれません。一度不祥事が起きれば長年

趣味は野菜作り

帯夜も 8 月末で 40 日を越えたとの報道もされています。

にわたって積み上げてきた実績は、一気に崩れてし

一雨欲しいところですが、その気配すらありません。

まいます。立て直すには、この一瞬の隙の数倍のエ

こんな時、夕立などで一雨が降ると、「雨降り正月」とい

ネルギーが必要となります。失われた信頼の回復に

ってまんじゅうや団子を作って祝った幼いころを思い出

も長い年月を要することになります。

します。干天の慈雨（かんてんのじう）、そんな日が早く
来ることを期待してしまいます。

▽ 社会福祉法人偕恵園

以上は、いわば天に唾をする類いのものでそのす
べてが、わが身に降りかかってきますが、コンプライ

さて、わたしも、早いもので社会福祉法人偕恵園の理

アンス（法令順守）の視点に立ち、自らを、そして周囲

事長に就任して、三度目の夏を迎えます。この間、一時

を見回してもらいたいと思います。気づかぬまま当た

偕 恵

体調を崩して入院し、ご迷惑をおかけした時期もありま

り前のように繰り返している中にも、あらためることが

偕恵シグナル

したが、おかげさまで体調も回復し、この猛暑の中でも

必ずあるはずです。これらを前向きにとらえてトライし

辻のあかり

食欲旺盛で、畑仕事をまじえながら健康に過ごしていま

ていけば、偕恵園のよき伝統の上に新たな芽が加わ

さぽーと偕

す。しかし、周囲からは、調子に乗ることなく、“とし相応

ってさらなる向上が期待できると思います。

ともしびショップ

の生活を”と忠告され自重しているところです。

・障害者支援施設 偕恵

・特別養護老人ホーム 椿寿

偕恵園の今後の課題として、法人事務局の整備、

ところで、施設では毎日何が起こるか分からないとい

新たな事業展開、各事業所間の連携・協同、チェック

・偕恵いわまワークス

われています。当法人内の各事業所も例外ではありま

体制の確立、利用者のノーマルな生活の保障、生活

・横浜市つたのは学園

せん。特に、この夏はこの思いを強くしています。

の質の確保、地域で暮らす対象者の支援、地域住民
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「順境に用心・逆境に忍耐」ということわざがあります

や関係者との連携、家族との協働、研修の強化など

が、「このくらいのことは許してくれるだろう。ちょっと気

整理すべき内容は盛りだくさんあります。また、施設

になるけど大丈夫だろう」という慣れ、甘え、油断、心の

の老朽化も大きな課題です。先行き不透明なところも

隙等々が、私たちの足元にはいつもひそんでいます。

多々ありますが、偕恵園の再整備計画の基本として

いつ顔を出すかわかりません。しかし、ちょっとした気配

受け止めいい方向で進めていきたいと思っています。

り、支え合いがあれば防げることができる場合が多々あ

急がず、あわてず、じっくりとみんなの知恵と力を出

ります。福祉に携わるわれわれに対して、世間の目は
厳しいものがあります。

し合って前に進めればと願っています。

記事の見出し

小さなかわいいボランティアの皆さんが来所されました。

アニマルセラピー
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一昨年より年に 2、3 回偕恵に足を運んで頂いているフレンド・ワンとの交流をご紹介します。

犬との緊張の対面から始まり、回を重ねるごとに少しずつ緊張がほぐれていき、にぎやかに合唱した
り、膝の上でごろりと毎回とてもリラックスしたひとときを過ごしています。

2010 年 7 月 16 日

偕恵会議室にて

▽ フレンド・ワンについて
横浜市を中心に動物ふれあい訪

犬と触れ合うと人の心が穏やかになったり、血圧が下
がるなどの効果があります。

問活動を老人福祉施設、心身障害
者施設、保育園、小学校、地域イ
ベントなどで行っているボランテ
ィア団体です。
参加してくれる犬は、飼い主の
方からとても愛情を受けて育てら
れた経験豊富で表情豊かな動物た
ちです。予防接種はもちろんのこ
と定期の健康診断もしっかり受け

ウクレレにあわせて歌を歌ったり、ワンちゃんたちの
得意技を披露したりとても楽しい時間を過ごしました。

ている室内犬が参加してくれてい
ます。

▽フレンド・ワンの方から一言
偕恵の利用者の方は、犬の触り
方がとても優しくてソフトだか
ら犬も心地よさそうでした。他
での活動は少し広めの場所で行
う事が多いが偕恵はこじんまり
していて皆が肩を寄せ合ってひ
とつの家族の中でパーティーを
ひらいているようなアットホー
ムな感覚でした。
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今年度
今年度も偕恵に
偕恵にフレッシュな
フレッシュな職員
が入職
入職し
職場に
新鮮な
し、職場
に新鮮
な 風を 吹き込

▽ 職員募集のお知らせ
偕恵・偕恵シグナルでは、

ています。

んでいます
んでいます。
います。福祉の
福祉の仕事が
仕事が初めてと
しお話
なる 3 人に少しお
話を聞いてみたい

経験や年齢は相談に応じ

と思います。
います。

現在正職員の募集を行っ

ます。詳細は、ＨＰ又は、

Ｑ１ 自己紹介 Ｑ２ 入職のきっかけ
入職のきっかけ
Ｑ３ 現在の
現在の心境 Ｑ４ 趣味

直接のご連絡をお願い致
します。

Ｑ１ 4 月から働かせてもらっています蘆屋和仁です。4 ヶ月が経ち利用者さんとの
関わりを楽しみながら仕事をしています。まだまだ分からないことばかりですが
1 つ 1 つ覚えなら成長していけるように努力していきたいと思います。改めて宜
しくお願い致します。
Ｑ２ 大学の先生の紹介で偕恵を知りました。その後見学の際雰囲気が良かったので
ここに決めました。それと「ここおもしろそうという直感も少しあったり、なか
ったり・・・。」
偕恵 支援 2 課
蘆屋 和仁

Ｑ３ 最初はあたふたしているだけだったのが、今は多少なり気持ちに余裕ができた
のか、利用者のためにどのような支援が良いのかなど利用者中心に考えられるよ
うになってきました。この気持ちはこれからも持ち続けたいと思っています。

（あしや かずひと）

Ｑ4 テニス、自転車、読書、旅行です。これからもどんどん増やしていく予定です。
目指せ多趣味！！

Ｑ１

今年大学を卒業し、4 月から偕恵に入社した村山はる佳と申します。大学で
は“教育学”と同時に“オペラ”を勉強していました。これから皆さんと色々
な思い出を作っていきたいです。

Ｑ２ 施設見学をしたとき利用者の皆さんから「お姉さん、こんにちは！」と声を
かけられたことが嬉しくて、偕恵に入りたいと思いました。
偕恵 支援 2 課
村山 はる佳
（むらやま はるか）

Ｑ３ 覚えることや知らないことが多くて大変ですが、偕恵全員の温かさに元気を
もらって頑張っています。
Ｑ４

歌をうたうことと、料理が好きです。パンを焼くことが好きです。

Ｑ１

神奈川県茅ヶ崎市出身です。小学校から高校まで野球をやっていました。大
学卒業後民間企業に約３年働いた後、青年海外協力隊で 2 年間スリランカで活
動していました。よろしくお願いします！

偕恵シグナル第 1 係

Ｑ２

不思議な縁が重なったことと直感です。

Ｑ３

毎日があっという間に過ぎていきますが、充実しています。

Ｑ４

野球、旅行、写真（撮るのも、見るのも）

横山 亮
（よこやま りょう）

偕恵からのお知らせ
偕恵恒例＊
偕恵恒例＊もみじ祭
もみじ祭り＊のご案内
のご案内と
案内と献品ご
献品ご協力のお
協力のお願
のお願い
日時：
日時：10 月 24 日（日）10:00～
10:00～14:30
会場：
会場：偕恵（
偕恵（四季の
四季の森公園南口駐車場隣り
森公園南口駐車場隣り）
恒例の
恒例のバザー模擬店
バザー模擬店、
模擬店、フリーマーケット等
フリーマーケット等の催しを予定
しを予定しています
予定しています。
しています。

献品のご
献品のご協力
のご協力お
協力お願い致します。
偕恵の
偕恵の窓口までお
窓口までお届
までお届けくだされば幸
けくだされば幸いです。
いです。
＊勝手ながら
中古の家具・
家具・電化製品類、
電化製品類、書籍はご
書籍はご容赦下
はご容赦下さい
容赦下さい。
さい。
勝手ながら衣類
ながら衣類は
衣類は新品のみ
新品のみ、
のみ、中古の
＊献品受付、
献品受付、問い合わせ下
わせ下さい。
さい。℡045045-951951-3436（
3436（平日 9:30～
9:30～17:０
17:０0

パートさん
パートさん募集
さん募集
★ 利用者さんと一緒に活動してくれ
るパートさんを募集しています。知的ハ
ンディを持った方々と一緒に施設や近
隣のケアホームで、介護のお仕事をして
みませんか？
■年齢・経験不問・勤務日等は応相談！
受付：嶋貫（総務室）

古着・
古着・古布を
古布を回収します
回収します。
します。
ご家庭で不要となった古着・古布を回
収させて頂いております。お譲り頂いた古
着・古布は、工場用雑巾・海外輸出等に再
利用させて頂きます（ファイバーリサイク
ル事業）
■回収日 11/26（金）

居宅生活サポート
居宅生活サポート偕
サポート偕

■回収場所及び連絡先 偕恵

★知的障害のある方への外出支援（ガイ
ドヘルプ）を行っております。ご利用、
ご相談には懇切丁寧に対応してまいりま
す。日常あるいは特別な外出の一助とし
て、是非、ご活用ください。

ガイドヘルパーさん
ガイドヘルパーさん募集
さん募集
知的なハンディのある方への外出支援の
お仕事です。随時、募集しております。
受付：中西

短期入所・
短期入所・日中一時支援のお
日中一時支援のお知
のお知らせ
★ 在宅されている知的障害を持った
方が、一時的に施設をご利用頂く制度で
す。詳細については、下記、担当者まで
ご相談ください。
受付：南條（支援部）

今後の誌面作りの参考にさせて頂きたく
誌面へのご感想・ご意見等ございました
ら下記までお寄せ下さい。
kaikei@sand.ocn.ne.jp

