
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しらさぎ福祉園 利用者さんの作品 

 

令和３年度にあたって 
                         社会福祉法人 永美福祉会 

                            理事長 沢田 一郎 

皆さま方には、日頃より当法人事業にご理解とご支援をいただきありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行のため、様々な活動の制約や自粛を余儀なく

されています。当法人においても施設事業の縮小や見直しにより利用者の皆さまには大変ご迷惑をかけ

ています。感染症が沈静化して一日でも早く普通の生活に戻れることを願うばかりです。 

さて、今年度から「かるがも園」が津島市より当法人に民間移譲になりました。津島市における親子支

援の場として役割の継続をはかりつつ、さらに支援内容の充実発展ができるよう努力していく所存です。 

「彩雲館」においては今後の事業展望を含めて外壁塗装修繕工事を実施いたしました。 

別ページに、吉田一江 かるがも園長、佐伯典昭 彩雲館長からのメッセージが掲載されておりますの

で、ご一読いただけると幸いです。 

昨年、県内の歴史ある法人のグループホームおいて利用者への虐待事案が明らかになりました。あって

はならないことですが、どの事業所においても生起してしまう危険性を常に内包していることを直視して、

法人では昨年、利用者に対する「虐待防止対応規程」を策定いたしました。利用者の人権と尊厳に敬意を

払いつつ支援の質の向上を再確認していきたいと思います。 

 

『この人の 行く末思い道歩む 灯火明く灯し続けむ』 （松永 修 初代理事長） 

～個々
・ ・

のカラー
・ ・ ・

を、ここ
・ ・

から
・ ・

発信します～ 
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かるがも園 園長 吉田一江 

 

市立乳児保育所であった現在の場所、東柳原町に、平成 13年津島市により心身障がい児母子通園施設

かるがも園として開園されました。平成 18 年指定管理者制度による民間

委託事業として、社会福祉法人永美福祉会かるがも園がスタート。3年ごと

の指定管理者制度に則り、5期 15年間にわたって、運営をさせていただき

ました。この度、民間移譲を受け、今年度４月１日より永美福祉会として運

営をさせていただく運びとなりました。  

 

どの時代におきましてもお子様と保護者様がかるがも園の主人公であり、大人と気持ちを共有していくた

めに、1対１の関係をしっかり築き、目に見えない気持ちを育み、人との関係が楽しいと思える礎をつくる

ことを大切にしてきました。お子様にとっても、保護者様におかれましても、喜怒哀楽すべて出せる、あり

のままの自分を出せる場所としての存在であり続けていきたいと思っております。人は心地良いものを運ん

できてくれるという感覚をしっかり味わうための手応えと実感を、一緒に活動しながら、遊びの中で、生活

の中で、感じていきたいと思います。  

 

かるがも園は保育士をはじめ、公認心理師・臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士・音楽療法士と 専 門

性を持った職員で構成されています。一人ひとりのお子様の行動に「なぜ？」という視点から、多角的に、

複合的に、丁寧に観ていくことで、お子様のもっている可能性、持ち味、強味、そしてしんどさ（ドキドキ

しちゃう気持ち）を理解していく支援を行っています。お子様の発達を見極め、寄り添いながら、お子様が

何を見てどう感じているのかを捉えていきながら…。何かをできるようにさせるのではなく、気持ちが通じ

合った時の喜びをお子様にもらいながら…。そして、保護者様の語りの中から、保護者様の思いを重ねなが

ら、今後も一緒に過ごしていきたいと考えております。 

お子様を理解し、お子様がこれから出会う人々に理解されて生きていってほしいと切に願います。 

これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

  

「どの子も愛され、生き生きと過ごしていってほしい」～その子らしさを大切に～  

かるがも園 民間移譲について 
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彩雲館 館長 佐伯典昭 

 

彩雲館は、津島市の運営で昭和 54 年５月に「身体障害者福祉センター」として開所。その後、昭和 57

年５月に「第一授産所」、昭和 60年５月に「第２授

産所」が開所と、その都度建物を増築されながら、

歴史を進めてきました。 

指定管理制度の下、社会福祉法人永美福祉会は、

平成 20年４月から運営に携わり、平成 26年４月

に民間移譲されました。 

その際、建物の所有が津島市から当法人に譲渡さ

れましたが、昭和 54年から昭和 60年にかけて設

立された建物であり、老朽化が進んでいました。 

この度、利用者の方の安心・安全を考え、令和２

年10月中旬から令和３年３月末日まで大規模修繕

を行いました。 

 

現在、「生活介護」、「就労継続支援Ｂ型」、「地域活動

支援センター」の３事業を行っておりますが、利用者、

御家族の要望を受け、「就労継続支援Ｂ型」事業を廃

止し、「生活介護」事業への一本化を進めていく予定

をしております。 

今回、建物間の連結工事も行い、全ての棟が繋がり

ました。それにより、施設内の移動が屋内のみで可能

となり、グループ間の連携もよりスムーズに取りやす

くなりました。今後、事業展開を図っていくにあたり、

大規模修繕は、大きな意味を持つことになったと考え

ています。 

 

 彩雲館としては、利用者の高齢化に対応できるよ

うに、「地域活動支援センター」事業を「共生型生活

介護」事業へ変更等、事業内容の充実にも取り組んで

いきたいと考えています。 

彩雲館の取り組んでいることをより多くの地域住

民の方々に知ってもらえるような機会を作り、地域

に根ざす一つの福祉事業所として、御理解と御協力

を頂けるような施設を目指していきたいと思います。 

地域に溶け込んだ、より開かれた施設として評価

いただけるよう、日々を大切にしながら積み上げて

いきますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
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彩雲館 大規模修繕について 
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七彩ホーム 

かるがも園 

しらさぎ福祉園 

彩雲館

 

 

彩雲館 

唐臼保育園 

神島田保育園

 

 

彩雲館 

しらさぎホームヘルプステーション 

 

しらさぎケアホーム 

そんな一場面をお届けします。 

 コロナ禍だけど、久しぶりのランチ♪ 

大好きなみんなと一緒に心もお腹も大満足！！ 

 

利用者さんとスタッフでホーム内をウォーキング♪

スッキリ目を覚ましてから登所します。 

 

小さな店員さんが、たくさんの靴を売って

いました♡ 

今年度はコロナ影響で 10 月のかるがもまつりが 

中止となり、そのかわりに、1 人ひとりに合わせて、

それぞれがだ～いすきなおかしを作り、ミニ作品展

と家族参観週間をおこないました♪♪ 

 

 

リビングに置いてあるソファーのカバー

を交換！選んだ色はコンソメ👍 

 

『できた！できた！みて～』 

自分で編んだ帽子が完成！！ 

 

例年とは違い、新型コロナウイルス感染予防のため、

今年は合同食事会を館内で行い、イベントが例年より

少ない中での、皆さんの嬉しそうな笑顔(*^▽^*) 

 

 

月１回のお楽しみ！ 

豊橋で路面電車を眺める☆ 

 



日 時 ： 月１回（詳しい日程についてはお問い合わせください）１０：００～１１：００（１１：3０まで園庭開放） 

対 象・内 容 ：未就園児のお子様を対象とした子育てサークル  

※今年度から常時予約制となります。希望される方は、電話にてご予約をお願いします。 

 

日 時 ： 月１回（詳しい日程についてはお問い合わせください）１０：００～１１：３０ 

※雨天中止となり、連絡は入りません。ご了承ください。 

※園庭開放は予約制ではありません。       申し込み・お問い合わせ ： 0567-31-0672 

 

 

 

        

日 時 ： 月１回（詳しい日程についてはお問い合わせください）１０：００～１１：００（１１：3０まで園庭開放） 

対 象・内 容 ：未就園児のお子様を対象とした子育てサークル  

※今年度から常時予約制となります。希望される方は、電話にてご予約をお願いします。 

 

日 時 ： 月１回（詳しい日程についてはお問い合わせください）１０：００～１１：３０ 

※雨天中止となり、連絡は入りません。ご了承ください。    

※園庭開放は予約制ではありません。       申し込み・お問い合わせ ： 0567-32-2126 

                  

 

『園庭開放』                                       

 

法人研修委員会 委員長  
しらさぎケアホーム サービス管理責任者 黒岩祥太 

研修はなぜ必要なのでしょうか。一般的に研修は個人の成長を促すものだと考えられています。個人とは、

社会集団を構成する個々の人のことであり、成長とは限界の幅が広がり、他に認められる事。また、得た知識

や技術、経験に自信と信頼を持つ事だと定義されています。 

要するに、法人研修とは、永美福祉会を構成する職員一人ひとりの限界の幅を広げ、得た知識や技術、経験

に自信と信頼を持ち、成長することが目的となります。そして職員一人ひとりの成長は、永美福祉会（組織）

全体としての成長にも繋がっていきます。 

永美福祉会の法人理念は、   

・個人の尊厳に最大限の敬意をはらい支援をします。  

・全てのライフステージにおいて、その発達と安定した社会活動への参加を支援します。  

・利用者や地域の要望に応えられるよう福祉活動を実施します。 

永美福祉会の職員は、この理念をもとに日々の支援・保育に携わることが求められます。だからこそ、この

理念を基盤とした、学びの場・研鑽の場が法人研修のあり方であると思います。法人理念を念頭に置き、研修

を通して、個々にその知識や技術、経験を獲得しながらアップデートを重ね、地域の一員として、関わる人の

要望を知り、実現に向けて個々から集団へと繋がり、チームとしてアプローチをしていくことが支援や保育に

携わる職員にとって大切なことではないでしょうか。 

そのために、私たち法人研修委員会として実りある研修となるよう努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 各施設の行事などの情報です！気軽に問い合わせてね！ 

－５－ 

『すまいるサークル』                               神島田保育園 

『１．２．サークル』                                      唐臼保育園 

『園庭開放』                                

～研修委員会より～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP も見てね

♪ 

法人マスコットキャラクター  

ながみん 

 

 

 

法人ホームページには、法人のあれこれが載っています。   

各事業所からのお知らせや求人情報を随時更新。 

過去の「ここから」も読むことができます。 

ぜひ、のぞいてみてくださいね！ 

 

法人H P : www.nagami.or.jp 

発行    社会福祉法人永美福祉会 広報委員会 

 
－６－ 

唐臼保育園 

★所在地 〒496-0026 

津島市唐臼町郷裏 55 

★電話 ：0567-32-2126 

★ＦＡＸ：0567-32-2328 

 

神島田保育園 

★所在地 〒496-0025 

津島市中一色町東郷 4 

★電話 ：0567-31-0672 

★ＦＡＸ：0567-31-1805 

 

 

かるがも園 

★所在地 〒496-0045 

津島市東柳原町 3-69 

★電話 ：0567-27-3915 

★ＦＡＸ：0567-27-3916 

 

 
しらさぎ福祉園 

★所在地 〒496-0004 

津島市蛭間町弁日 177 

★電話 ：0567-25-8226 

★ＦＡＸ：0567-27-4080 

 

 

しらさぎ 

ホームヘルプステーション 
 

★所在地 〒496-0004 

津島市蛭間町弁日 176 

★電話 ：0567-24-7729 

★ＦＡＸ：0567-24-7799 

 

 

彩雲館 

★所在地 〒496-0863 

津島市上之町 1-54-2 

★電話 ：0567-24-7111  

★ＦＡＸ：0567-28-5551 

 

 

しらさぎケアホーム 

しらさぎホーム 

  しらさぎ第２ホーム 

しらさぎの家 

しらさぎハイム 

V6 

彩雲館ケアホーム 

七彩ホーム 

 

しらさぎ相談支援事業所 

法人事務局 

 

 

 

                     「編集後記を載せてはどうですか？」とのお声をいただき、この号より 

           継続して掲載していくこととなりました。 

           広報委員会では、年間２回（春と秋）の法人広報誌を発行しており、 

          役割は、永美福祉会の活動をより多くの方に知っていただくことです。 

          “手と目と心に留まるような、誌面作りを”をテーマに進めていますので、 

           ご意見、ご感想等ありましたら、ぜひお寄せください。 

           『こ こ か ら』を通して、皆さまとのこれから
・ ・ ・ ・

を繋げていけたらと思います。 

                       広報委員会 一同 

 

 

 

永美福祉会 事業所紹介 

編 集 後 記 

法人ホームページ紹介 
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