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令和 4 年 4 月号にあたって  ～コロナ禍の中で～

      社会福祉法人 永美福祉会      理事長 沢田 一郎

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流行が、足かけ 3 年にわたりつづいております。

当法人において今回の第６波では利用者の皆さんやご家族、そして職員にも感染する方が出て、施設

事業の休止や縮小により皆さまには大変ご迷惑をかけています。関係機関との連絡調整にも多くの時間

を要すなど、職員の負担も厳しくなっている状況がありました。春を迎えて徐々に流行が沈静化しつつ

あるようですが、まだまだ注意を払う必要がありそうです。

さて、北京冬季オリンピック終了後、世界が呆然としたロシアのウクライナ侵攻が起こりました。

２１世紀の今、都市が砲爆撃され子どもを含めた多大な市民の命が失われ、数百万にのぼる人々が難民

となり国外に逃れて生活するしかないという状況を見るにつけ、国際政治の非情さに大いなる憤りを感

じざるを得ません。

子どもや障がい者をはじめ自ら声を上げることができない人たちは過去においても多くがその犠牲と

なってきました。「人類の負の歴史を繰り返してはならない。」

今を生きる私たちは大変重い課題に直面しています。

『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）
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令和４年度虐待防止委員会設置義務化

に先駆け、令和 3 年度内に委員会を設置

し、法人内で取り組みを始めています。

永美福祉会では、法人理念の第一に『私

たちは利用者本人の尊厳に最大限の敬意

を払い支援すること』を掲げています。    

また、「児童虐待防止法」や「障害者虐

待防止法」に則り、支援に関わる関係者、

諸機関と連携し、虐待に対する取り組み

を行い、虐待を受けたと思われる方に対

して通報義務に従って、早期発見できる

よう努めてきました。

法人虐待防止委員会では、全ての運営事業が、施設における利用者虐待を防止していくために、

法人関係者以外に、法人第三者委員・保護者代表等の外部関係者を交えて協議し、法人の理念が体

現できるような取り組みを目指します。

第 1 回を令和 3 年 11 月 9 日に実施し、活動指針や各事業所での取り組みなどを共有し、参加

者の方からご意見を頂戴しました。次年度以降は、法人研修委員会との共催による研修も行い、虐

待防止への意識を高め、法人全体としてさらに虐待防止に取り組んでいきます。

今年度は、法人内職員研修として研修委員会主催の研修を行いました。その内容をご紹介します。

法人研修委員会 令和 3 年 11 月 13 日

感染症対策のため、オンラインで全体研修を実施しました。

しらさぎケアホームの野呂管理者を講師とし「虐待防止」を

テーマとして約１時間の講義の後、グループワークを行いました。

◇内容 ①講義 『虐待防止とは』

   障害者虐待防止法の歴史や背景や虐待通報の義務、自分たちの事業所は大丈夫という

考えの危うさなどをわかり易く説明していただきました。

  ②グループワーク 『気づきをこれからどう活かしていくか』

   今までの支援を振り返り講義を聞いて気づいたことと、これからどう活かしていくか

      を話し合い、共感や他者の意見からの更なる気づきを得ることができました。

■研修後の参加者アンケートから～参加者の声～

・無意識な言動も虐待に繋がることがあるので

気を付けていきたい。

・日々の支援の振り返りをし、明日の支援

に繋げていきたい。

・他の職員と意見交換をしながら、保育を

していきたい。

法人虐待防止委員会を設立しました

法人虐待防止委員会

・年2回以上開催

・職員倫理綱領、行動規範等研修

（単独または法人研修委員会との共催）

・事業所との事案協議

法人事業所 委員会

・定期的な開催

・事例検討、マニュアル作成、活用

・全職員による事業所内研修の実施

市町村虐待防止センター

関係所管庁
利用者家族等

法人虐待防止委員会と各事業所と関係者
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永美福祉会の各事業所では、虐待防止委員会の設置を受け定期的に研修やセルフチェックなどを

行い、職員に虐待防止を意識付ける取り組みをしています。

彩雲館ケアホーム しらさぎ福祉園

しらさぎケアホームしらさぎホームヘルプステーション

彩 雲 館 かるがも園

神島田こども園唐臼こども園

全職員対象に、オンラインを用い

て虐待防止や歯科講習、栄養管理

研修など多様な研修を定期的に

開催しています。それを支援に活

かす事で、利用者の方の生活がよ

り良くなり、権利擁護の姿勢を継

続することが、最大の虐待防止に

繋がると考えています。

ヘルパー研修会の様子

です。委員会設置に伴

い、今後は虐待防止に

ついての研修回数を増

やして理解を深め、虐

待防止により一層取り

組んでいきます。

は感染予防のために、オンライン実施しています）

この日は「服薬を含めた身体拘束について」をテー

マに研修を行いました。

職員倫理綱領や虐待の

種類と刑法の関係性を

掲示し、職員としての

あるべき姿や虐待の重

さを常日頃から見て確

認できるようにしてい

ます。

子ども達へ伝えるの

に参考にした絵本！

感じたことや気づい

たことを発言！！

小さな子への被害を耳にする機会が増えている今、

自らの心と体の大切さと、何かあった時に発信する

大切さを伝えました。

セルフチェックリスト

をもとに、自らの保育の

振り返りをしています。

虐待が起こりやすい状

況や防いでいく方法に

ついて、職員同士の気付

きを共有し、学び合って

います。

職員会議と別で時間を設

け、虐待防止研修を行っ

ています。法人研修で学

んだ内容を振り返り、セ

ルフチェックリストを通

して職員自身が日頃の支

援を見つめ直す機会とし

ています。

虐待防止の原点は、

これまで通り 1 人ひ

とりのお子様を丁寧

に見て支援していく

ことだと考えています。お子様を様々な角度から「知

る」ことで、そのお子様がより愛おしい存在となりま

す。職員がチームとなり話し合いを重ね、愛情いっぱい

♡子育て応援団となれるよう日々精進しております。

隔週で行う研修の中

で、定期的に虐待防

止も取り上げて、職

員への啓発に取り組

んでいます。（現在
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全国保育士会

「人権擁護のための

セルフチェックリスト」



「保育園」から「こども園」へ 唐臼こども園 園長 松永真希子

令和４年４月から、永美福祉会こども園２園は、

それぞれ「唐臼保育園」から「唐臼こども園」に、

「神島田保育園」から「神島田こども園」に名称を

変更します。２園ともに、幼保連携型認定こども園

へ移行後も、「保育園」の名称を使っていましたが、

① 名称でこども園と分かるように

② 教育・保育すべて含めて「こど

ものための園」であることの決意の

表れとして、「こども園」の名称を使

用していきます。

今後も「こどものための園」とし

て、さらにこの地域に根差した教育・

保育を進めていきます。

新しくなったよ！
令和３年 12 月から令和４年２月にかけて、修繕・安全対策工事を行いました。

工事期間中はご協力ありがとうございました。どこが変わったのか、ご紹介します！

                         

外まわりのフェン

スや門はすべて新

しくなりました。

室内廊下階段・非

常階段も新しい床

材になり、滑りに

くくなりました。

安全防犯対策と

して消防への通

報装置の設置、防

犯カメラ（屋外）、

駐車場の電灯 の

追加を行 ってい

ます。

正門を入った１

階通路のコンク

リート部分はゴ

ムチップ敷きに

なり、雨の日で

も滑りにくくな

りました。

正門を電子錠対

応のものに変更

しました。出入り

の少ない時間帯

はロックがかか

るようになって

います。

各施設長より

                   しせつだより
今回は、唐臼こども園よりお届けします！
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１階のテラスは

ウッドデッキに

なりました。

子ども達の休息

のスペースにも

なっています。

２階グリーンひろ

ばの園庭化（人工

芝 張 替 え ・ 壁 面

FRP 塗装・手洗い

場敷設）を行い、柵

も修繕して、色が

変わりました。



主活動で雪遊びをしました！

雪を見てみんなキラキラいいお顔♡

はいピース☆

          かるがも園

背と同じくらいの大きい

雪だるまを作ったよ！

           

       神島田こども園

🎄 クリスマスパーティー🎅
唐揚げにオムライス、ケーキと

たくさん食べました☻

        七彩ホーム

かけっこで 1 番！！

やった～☆

          唐臼こども園

毎年恒例のハロウィンパーティー☆

皆さん楽しみに待っていた

イベントなだけに、

当日は笑顔がたっぷり！！
              彩雲館

豊田で開催された

スポーツ大会の風景です!

しらさぎホームヘルプステーション

イベントの最後にサプライズ！！

お休みに入る職員へささやかな

プレゼント！

感謝の気持ちを込めて…。

       しらさぎ福祉園

ちょっとの外出でもうれしいね

    しらさぎケアホーム
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法人ホームページが全面的にリニューアル予定！

現在、鋭意作成中です。

各施設で行っていたホームページの更新も、

法人ホームページに集約されます！

また、各施設の採用情報等も随時更新。

法人の思い、働き手の気持ち、利用者の方々の様子、各施設からのご案内…

永美福祉会のすべてがわかるホームページとなる予定です。

広報誌や施設内のお便り以外の情報も、随時更新されますので、定期的にチェックしてくださいね。

発行   社会福祉法人永美福祉会 広報委員会
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唐臼こども園

★所在地 〒496-0026

津島市唐臼町郷裏 55

★電話 ：0567-32-2126

★ＦＡＸ：0567-32-2328

神島田こども園

★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

永美福祉会 事業所紹介

法人ホームページ紹介

編 集 後 記

干支のお話。

今年の干支は「 壬
みずのえ

虎
とら

」です。壬虎は、冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく

生まれる年になるというイメージで、今年 2022 年は厳しい冬を超えて、新しく立ち上がること

に向けて動き出す段階に入る１年になると言われているようです。

また、３６年に一度の「五黄
ご お う

の寅
とら

年
どし

」。最も運気が強いとされています。

コロナ禍による２年間の厳しい環境から新たに出発を期する年にふさわしい干支と言えるので

はないでしょうか。

永美福祉会におきましても、トラ（虎）ディショナル（伝統）な気持ちは忘れずに、新しい一歩

を踏み出していきたいと思います。

皆様にとって笑顔（ガオー）の多き年となりますように。           

～ 『こ こ か ら』を通して、皆さまとのこ
・

れ
・

か
・

ら
・

を ～   

               広報委員会 一同

法人マスコットキャラクター

「ながみん」です☆


