
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        神島田保育園園児作品 

 

ご挨拶 

             社会福祉法人永美福祉会  理事長 沢田 一郎 

 

日頃、皆さまには社会福祉法人永美福祉会の事業についてご理解とご支援をいただき厚く

お礼申しあげます。 

 平成２９年度より社会福祉法が改正され施行されました。この改正により、社会福祉法人

制度が見直され、社会福祉事業を運営する社会福祉法人に対する運営の透明性向上、財務規

律の強化、地域における公益的な取組の責務などが求められることになりました。当法人と

しては、これらの改正内容に添った機構改革を実施しているところであります。 

昨今、福祉事業利用者支援に関わるスタッフ不足が続いております。保育士や支援員の不

足によりそのサービスが十分提供できないという状況があっては期待に応えられないこと

になりますので、働く職員にとっても働きがいのある事業所となっていくことが必要だと考

えております。家族、職員、地域の方々とともに、今後とも私たちは子どもたちの健やかな

発達支援、ハンディキャップを持った方々の生活支援、に寄与できるよう努力していくつも

りです。 

現在の法人事業の運営や今後の事業の実施にあたっては、皆さま方からのご意見やご要

望等をできるだけいただきながら進めてまいりたいと考えておりますので是非よろしくお

願い申しあげます。 

～個々
・ ・

のカラー
・ ・ ・

を、ここ
・ ・

から
・ ・

発信します～ 
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第１位 クリームパン 

 

第２位 メロンパン 

 

第３位 十勝あんぱん 

人気のパンはすぐに売り切れて 

しまいます。 

な      が    み       ニュ   ー   ス 

 

喫茶「ゆめひろば」は、しらさぎ福祉園内にある小さなお店です。 

店内には、大人気の「焼きたてパン」をはじめ、自主製品の手織り製品・陶芸製品・地域作品など手

作り製品がたくさん並んでおります。利用者さんのすてきな笑顔とコーヒーのいい香りに、心も和む地

域の憩いの場にもなっています。どなたでも利用できますので、ぜひお越しください。 
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営業時間は 平日 ９：００～１６：００までです 

ゆめひろばパン人気ランキング★ 

利用者さんがひとつひとつ 

心をこめて作っています。 

一点物の手織り・陶芸製品がズラリ！ 

いつも素敵な笑顔と元気な 

挨拶で出迎えてくれます★ 

 

様々な情報を 

お届けします！ 
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唐臼保育園では、自主性と自立性を大切にした【選択活動】と、協調性と自律性を大切にした【一斉保育】を

組み合わせた保育をしています。年少以上は、異年齢の生活や活動（ホーム）と、同年齢の生活と活動（クラス）

を組み合わせています。 

 前年度、保育室と給食室の改装工事を行いました。そこで今回は、 

工事後の保育園の概要や子ども達の様子をご紹介します。 

【保育室】 

 ＜３・４・５歳児室＞ 

床をシートに張り替え、シートの下にはクッション材を敷いています。 

照明もＬＥＤになり、壁も塗り替え、より明るくなっています。 

収納棚を新調したことで、子ども達が自分の用具を 

自分で片付けられるようになっています。 

＜２歳児室＞ 

保育室の中をコーナーで分けられるようになっています。 

奥には、ままごとなどができる空間があり、保育室内でも 

ホームの生活にある室内選択遊びができるようになっています。 

【給食室】 

タイルの床をドライ式の床に変えました。調理器具は、ブラストチラーと 

食器洗浄機が加わり、食器乾燥機も新しいものが入っています。 

より衛生的に調理作業を行えるように作業動線を見直し、 

器具の配置を変えました。 

  

唐臼保育園は、平成３０年度４月から「幼保連携型認定こども園」に移行します。 

「異年齢保育」・「環境設定保育」・「個を大切にした集団保育」・「赤ちゃんからの育ちの連続性を大切にした保育」

の特色を大切に、今後も、職員一丸となって、地域のすべての子ども達の育ちを支えていきます。 

 

 

６月 11日に神島田小学校で開催された『ふれあいフェスタ』の様子をご紹介します。 

唐臼保育園と神島田保育園と合同で、つくってあそぼうコーナーを行いました。 

親子でカエルロケットを作り、できあがったものを飛ばして遊ぶ姿が見られました。 

しらさぎ福祉園と彩雲館も出店し、パンや自主製品の販売を行い、たくさんの人で賑わいました。 

神島田コミュニティの結束力を感じるイベントでした。 

 

 

 

 

 

 

 

    会場の様子           親子で製作を楽しんでいます    お池に向かってジャンプ！！ 

カエルロケット 

３・４・５歳児室 

２歳児室 

給食室 

 

唐臼保育園 
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神島田ふれあいフェスタ 
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神島田ふれあいフェスタ 

 



日 時 ： ２０１７年  9 月 22 日(金) １０：００～１１：００  親子リトミック 

      ２０１７年 10 月 23 日(月) １０：００～１１：００  ベビーマッサージ 

     ２０１７年 11 月 13 日(月) １０：００～１１：００  コロコロ教室(運動あそび) 

場 所 ： 神島田保育園 ※駐車場は、神島田公民館東側の保育園駐車場をご利用ください。 

未就園児の親子を対象とした子育てサークルです。同年齢のお子様をお持ちの方々が集まり、一緒

に楽しく過ごす中で子育ての話をし、地域交流の場にしていきたいと思います。上記の日程は講師の

先生をお招きして一緒に楽しみたいと思いますのでお気軽にご参加ください☆ 

お問い合わせ：(0567)31-0672  

 

 

 

 

        

日 時 ： ２０１7 年 10 月 21 日(土) １０：００ ～ １２：００  (雨天決行) 

場 所 ： かるがも園 ※駐車場は、毛工会館をご利用ください。 

かるがも園の年に一度の一大イベントです！ゲームあり、模擬店あり、名物☆かるがもバザーあ

り、とってもかわいい子どもたちのおみこしワッショイをぜひ見に来てください♪しらさぎパンの 

販売もあります！ 

お問い合わせ：(0567)27-3915 

 

 

        

日 時 ： ２０１７年１１月５日（日）  １０：００ ～ １４：００  (雨天決行) 

場 所 ： しらさぎ福祉園  ※駐車場あります（津島東高校） 

しらさぎオリジナル手織製品、陶芸製品など販売、保護者手づくり作品、焼きたてパンも充実した

品揃えで皆さまのご来場お待ちしております！バザーや景品が当たる抽選会もあるよ～♪是非遊びに

来てください！ 

お問い合わせ：(0567)25-8226  

 

 

 

 

        

日 時 ： ２０１７年１１月１１日(土)  ９:３０ ～ １１:３０  (雨天決行)  

場 所 ： 唐臼保育園 ※駐車場はありませんので、徒歩又は、自転車でお越しください。  

  子どもたちの作品の展示、ゲーム、模擬店、バザーなど盛りだくさんです！ 

バザーでは、かわいい手作り品がありますよ！ゲーム・模擬店のチケットは当日券があります。 

ぜひ遊びに来てください！！            

お問い合わせ：(0567)32-2126 

 

 

 

        

Events   Information 

各施設の行事等盛りだくさん！

気軽にお問合せください！！ 
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『すまいるサークル』                             神島田保育園 

『かるがもまつり』                               かるがも園 

『しらさぎふれあいフェスタ 2017』                  しらさぎ福祉園 

『わくわくひろば』                               唐臼保育園 
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各事業所のご案内 

 

 

 

唐臼保育園・神島田保育園 

 平成３０年４月入所の受付が始まりました。 

 入所申し込み・園見学の希望がある方は、各施設へお問い合わせください。 

HPも見てね

♪ 

発行    社会福祉法人永
なが

美
み

福祉会 

〒496-0026 津島市唐臼町郷裏 55番地 

電話 : 0567-32-2126  FAX : 0567-32-2328  法人HP : www.nagami.or.jp 
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唐臼保育園 

★所在地 〒496-0026 

津島市唐臼町郷裏 55番地 

★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番地 

★電話 ：0567-25-8226 

★ＦＡＸ：0567-27-4080 

 

 

職員募集 

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番地 

★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 

 

 

唐臼保育園・神島田保育園 

・保育士     常勤パートおよび短時間パート募集 

        勤務日、勤務時間応相談     連絡 : (担当) 唐臼保育園  園長 (0567)32-2126 

                            (担当)  神島田保育園 園長  (0567)31-0672 

しらさぎ福祉園 

・生活支援員(正規) 資格   福祉系大学卒業者または､社会福祉士･介護福祉士等資格所有者優遇 

業務   利用者への生活支援および支援記録、支援計画の作成。 

※採用試験日程・待遇等については、お問い合わせください。 

・生活支援員（パート） 業務   利用者への生活支援 

週 3日～応相談。1日 6時間以上勤務。週 5日勤務は社会保険加入。 

       ※詳細は面接のうえご相談ください。連絡 : (担当)しらさぎ福祉園 施設長 TEL(0567)25-8226 

 しらさぎケアホーム 

・世話人（正規・パート）  業務  知的障がいのある方のグループホームでの生活サポートです。入居者の部

屋の掃除、洗濯、食事作り、着替えの介助等を行っていただきます。 

※介護福祉士初任者研修修了等、福祉関係の資格をお持ちの方歓迎します。  

※詳細は面接のうえご相談ください。   連絡 :（担当）松永 TEL(0567)24-7111 

 

  

連絡 しらさぎ福祉園  TEL 0567-25-8226 

 

園児募集 
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