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2022年2月 西予総合福祉会は
創立50周年を迎えます

★特集★　“地域と共に50年、そして未来へ”
●令和３年度　西予総合福祉会　事業計画
●松葉寮　御下賜金拝受
●新たにスタート！「高山保育園」「明下田（あした）クラブ」「陽より（ひより）」
●西予総合福祉会事業所マップ
●eスポーツ魂
●コロナ禍の休日
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　この原稿作成中も新型コロナウィルスが猛威
を振るっております。私たちは関わるご利用者
の安心・安全な生活を第一に考え、全事業所・
全職員で『持ち込まない』努力を継続しており
ます。改めて、この場を借りまして、職員・ご
利用者、そしてそのご家族や関係いただいてい
る各位にご協力の謝意を申し上げる次第です。
日頃からの皆様方の格別なご支援により、それ
ぞれの施設・事業所が継続して事業運営が出来
ております。まだまだ終息は見通せませんが、
安寧な日々が戻ることを願うばかりです。
　さて令和３年度は、８名の新採用職員に入職
頂き、新たな息吹とともに正職員439名パート職
員299名の総勢738名でスタートしております。
今年度は法人として昭和47年２月の設立以来、
50周年を迎える節目の年度でございます。
　そのスタートに相応しく法人民営化２年目の
「高山保育園」は４月から西予市役所明浜支所に
隣接する形で真新しい園舎にて保育を開始して
おります。暖かい地域の温もりが感じられる明
浜町高山地区で更なる子育て支援の拠点となる
べく努めてまいります。また、放課後小学児童
の支援拠点として、下宇和公民館をお借りして
運営しておりました「明下田クラブ」ですが、
西予市により、皆田小学校校区隣接地に新築整
備頂き、３月下旬春休み期間中より、事業開始
しています。公民館での運営にご尽力頂いた下
宇和地区の関係者各位に御礼申し上げます。

　西予市での人口減少や福祉人材不足の中、法
人での外国人雇用の状況にも触れておきます。
一昨年12月の「松葉寮」でのEPA介護福祉士候
補生をフィリピンより２名受け入れした事を皮
切りに、技能実習制度の受け入れ管理組合に加
入し、ミャンマー人技能実習生も昨年3月から「あ
けはま荘」で２名を受け入れました。その後、「皆
楽園」でも２名、「あけはま荘」では３名受け入れ、
計９名の皆さんが介護の担い手として各施設で
その役割を果たして頂いております。両国の方
とも私たち日本人が忘れかけている年配者への
尊敬の念を持ち合わせており、優しさと勤勉さ
はこちらが勉強になる程です。国という括りで
はなく、対人援助サービスの根底や基本を教え
てくれます。
　介護にとどまらず私たちの仕事は、乳幼児、
児童、障がい者と人生を共にします。この過程
で何事にも代え難い感動の場面に立ち会うこと
があります。「人生の最期をこちらで過ごせてよ
かった」「子どもの成長をご家族と共有できた」
人生の節目また日常の何気ない瞬間に感動を味
わうことで、自分自身の成長を感じる事が出来
ます。
　【地域と共に50年、そして未来へ】を法人50周
年のスローガンに掲げておりますが、社会福祉
法人として、この地域になくてはならない、欠
かすことが出来ないこの地域オンリーワンの法
人を目指します。
　「利用してみたい」「働いてみたい」事業所に
なるべく、各施設長を中心に利用者にも働く職
員にも選ばれる法人（事業所）を目指してまいり
ます。今後とも当法人に対しまして、ご指導、
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

今年度のご挨拶
冨士森　斉常務理事

Ⅰ．基本理念・信念【コア・バリュー】
　老人に生きがいを
　障がい者には希望を
　子どもには大きな夢を
　　多様化していく社会の要請に応じ、総合的多角的な福祉サービスを展開
　し、心豊かな地域社会づくりを推進する。
Ⅱ．使命・目的【ミッション】
　１．地域で「その人らしく」生活できるように総合的な福祉サービスを提
　　　供する。
　２．個人の尊厳を守り、高い人権意識を持つ福祉人財を創出・育成する。
　３．やさしさと温かさあふれる地域づくりに貢献する。
Ⅲ．目標・夢・希望【ビジョン】
　１．利用者満足のために
　２．職員満足ために
　３．経営満足のために

　御下賜金とは、天皇誕生日に際し、
都道府県の優良な民間社会福祉事業
施設・団体に対して金一封が下賜さ
れるものです。今年度、大変光栄な
事に松葉寮が選ばれ、令和３年２月
22日に、南予地方局において御下
賜金伝達式が行われました。この栄
誉を励みに、職員一同、より一層精
進してきたいと思います。

「松葉寮御下賜金拝受」令和３年度　事業計画
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〜地域と共に５０年、そして未来へ〜
令和４年２月、西予総合福祉会は創立５０周年を迎えます。“地域と共に 50 年、そして未来へ”をスローガンに、法人の基本理念である「老人に生きがいを、障がい者には希望を、

子どもには大きな夢を」の具現化を目指し事業を展開してまいります。ご期待ください！
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児童事業部

❶うわまち未来こども園 

❷なかよしクラブ（学童） 

❸中川保育園 

❹ななほし中川（学童）

❺田之筋保育園 ❻下宇和保育園 

❼明下田クラブ（学童） 

❽明間保育園 ❾宇和保育園 

10子育て支援センター 

11トトロクラブ（学童） 

12石城保育園 13多田保育園 

14高山保育園

老人事業部
❶松葉寮 ❷かえで ❸開明の杜 ❹陽だまり 

❺ヘルパーステーションまつば ❻皆楽園

❼デイサービスセンター皆楽園 

❽あけはま荘❾明浜デイサービスセンター 

10福祉の里デイサービスセンター 11遊友 

12陽より13うつのみやさんの家 

14ななほし中川 15あんしんの家 16三楽園 

17歩（リハビリ） 18歩（訪問看護） 

19ケアハウスれんげ 20ケアハウスはまゆう

公益事業
❶松葉診療所

養護・障がい事業部

❶松葉学園 ❷いっとき館 

❸ぽのぽの ❹夢の家・虹色の家（GH） 

❺悠・華（GH） ❻なごみ（GH） 

❼きずな（GH） ❽みやび・のぞみ（GH） 

❾希望の森 

10ひまわりの家（児童養護施設） 

11ひまわりの家（児童心理治療施設） 

12なごみかん

※GHはグループホームの略です。

7

※Google map
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コロナ禍での休日の過ごし方 ～あなたは、どう過ごしてますか？～

技能実習生の休日の過ごし方　　　特別養護老人ホーム　皆楽園

もりの釣り部　　　  障害者支援施設　希望の森

技能実習生の休日の過ごし方　　　特別養護老人ホーム　皆楽園技能実習生の休日の過ごし方　　　特別養護老人ホーム　皆楽園技能実習生の休日の過ごし方　　　特別養護老人ホーム　皆楽園

障害者支援施設　希望の森

　毎月2回、皆楽園職員と一緒
に三瓶町外へ食料品や日用品な
どの買い出しに行きます。その
折に日本の文化や自然を楽しん
でいます。

　こんにちは！「もりの釣り部（もりじゃない
人もいますが…）」です。現在部員は8名、ベテ
ランから初心者まで、楽しくワイワイやってい
ます。創部当初の狙いは「イカ」ではあったも
のの…アジング・ジギング・ネザカナと釣れれ
ば何でも良し状態に…（泣笑）　
　釣りのメリットは３密を避けられること！！
やはり、コロナ禍の生活で感染予防対策は欠か
せないものとなり、『感染対策を兼ねた楽しみに
は持ってこい！』なのではないかと思います。

　まだまだ先の見えないコロナ禍ではあります
が、できる範囲の楽しみを持ちつつ、仕事に趣
味にと楽しくやっていきたいものですね☆

　ちなみに随時部員は募集中！現在むさくるし
い漢ばかりですが、ぜひ女性部員の入部も待っ
てます！（タクヤ談）

　休日の朝はゆっくりと起きて掃
除や洗濯をしてから、料理を作っ
たりして家で過ごしています。
　夜は日本語の勉強もしていて、
ミャンマーの家族と話す時もあり
ます。

い漢ばかりですが、ぜひ女性部員の入部も待っ
てます！（タクヤ談）

ます。ます。
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〜Let’s Try〜

オンラインeスポーツ大会に初参戦‼

目指せ‼未来の国体選手‼

　愛媛県では、２０２０年5月より障がい者関係施設を対象
に、eスポーツスタートアップ支援事業を開始し、「障害者支
援施設 松葉学園」でもこれに乗っかり、eスポーツに取り組
むこととなりました。まだまだ、スタートしたばかりですが、
eスポーツ大会に次々に参加し、いつかプロゲーマーを輩出で
きるようにしていきます。
　応援、よろしくお願いします!!　　　…eスポーツ総監督…

　eスポーツの “ぷよぷよ” というゲームをしてみて、連鎖（攻
撃技）が、最初は全然出来ませんでした。練習を重ねていく
うちに最高で5連鎖出来るようになりました！
　大会にも参加しましたが1回戦負けで悔しい思いをしまし
た。だから、もっと練習をして、スピードをあげて、強い職
員さんと練習を重ねていきます。
　次の大会では、“優勝を狙いたい” と思います‼

2021年2月20日に愛媛県が主催し、県内10施
設対抗トーナメント方式で開催されたこの大会。
結果は…。
次回の大会に期待しましょう(^▽^)/

　ゲームを通して『上達する喜び・観る楽しさ』を味わうだけでなく、スポー
ツとして捉えて、仲間を思いやること・相手への礼儀やマナーなども大切に
していきたいと思います。
　子どもたちと共に考え、共に楽しめるように活動していきたいと思います。

「障がい児通所支援事業所　ぽのぽの」　…eスポーツジュニア指揮官…

☆選手からの抱負☆

eスポーツへの意気込み
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編集委員

宇和保育園 地域子育て支援センター

毎月行っている行事 これからの行事
7月・8月：水遊び、スライム作り

10月：運動会、お祭りごっこ
9月：お月見会ごっこ

11月：フォトタイム
12月：クリスマス会
1月：新春お楽しみ会
2月：豆まき
3月：ひな流し

●ベビー・マッサージ
お子さんをマッサージして親子で
ゆったりスキンシップ。心やすらぐ
ひと時を過ごしましょう。

●ママと英語Norah（ノラ）
水野先生に来ていただいて、親子で
一緒に楽しい英語に触れあう時間
を過ごしましょう。

●ハーフバースデー
月齢の近いお友達と自己紹介をし
て親子で交流を楽しみましょう。寝
相アートの撮影も記念になります
よ♡

　「ふくしの里」第５８号をお読みいただきありがとうございます。新型コロナウイルスの感染拡大により、面会
の制限や各行事の縮小や延期・中止など大変ご不便をおかけしておりますが、徹底した感染防止対策を維持し、求
められる福祉サービスを安心安全に提供できるよう取り組んでまいります。一日も早い新型コロナウイルス感染
症の終息と、安心して過ごせる「日常」になることを願うばかりです。

行事のご予約・お問い合わせ、子育て相談等は
こちらの直通番号へご連絡ください。

　法人成年後見とは、社会福祉法人などの法
人が成年後見人等になり、弁護士・司法書士等
と同様に判断能力が不十分
な方の財産管理など、保護・
支援を行うことです。
　今回法人が後見人として
受任されたことで更に地域
福祉に寄与できるよう事業
を進めてまいります。

※予定は変更になることがあります。
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため各行事５組までの予約制
　とさせていただいております。
※感染症予防・対策として『手洗い・手指消毒・マスク着用
　(大人の方)・検温等』にご協力をお願いしております。
　(状況により、内容は変更になることがあります。)

●ハッピーBirthday
お誕生児のお友達をお祝いしま
しょう！お誕生月以外のお友達も
参加できますよ♪

※予定は変更になる場合があります。

【お問い合わせ】
　　　地域子育て支援センター
　　　TEL ：(0894)89-2759
　　　担当：宮本・末光

【お問い合わせ】
 西予総合福祉会　事務局
 TEL：（0894）62-3773　担当：宇都宮・平田
 ★募集要項その他の詳細は当法人HPでご覧いただけます

　　　地域子育て支援センター
　　　TEL ：(0894)89-2759
　　　担当：宮本・末光

支援センター
の

できました！
　　　　　　

が
直通電話番号

法人成年後見事業

　法人成年後見とは、社会福祉法人などの法

法人成年後見事業法人成年後見事業
を始めました！

福祉に興味のある方、
　一緒にお仕事しましょう！CATVで

西予総合福祉会の
CM放映中です!

日　　程：令和3年7月17日(土)
応募期間：令和3年6月14日(月)～7月7日(水)必着
日　　程：令和3年9月26日(土)
応募期間：令和3年8月23日(月)～9月15日(水)必着

Ⅰ期

Ⅱ期

◆介護職員　◆支援員　　　　　◆保育士
◆看護職員　◆介護支援専門員　◆管理栄養士

職 員 募 集
令和4年度

　「ふくしの里」第５８号をお読みいただきありがとうございます。新型コロナウイルスの感染拡大により、面会
あとがき

参加できますよ♪

中途採用職員、随時募集中！




