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≪記事≫
■

『

新年を迎えて

』

・理事長挨拶
■

法人の取り組みなど（P．1）
・女性活躍推進のための意見交換会
・職員互助会企画

■

・アクティブ福祉 in 東京´16
・東京ケアリーダーズ
・つながれ ひろがれ ちいきの輪

（写真：第二光陽苑屋上よりのぞむ富士山）

『 新年を迎えて 』
社会福祉法人泉陽会 理事長 加藤 修一
新年あけましておめでとうございます。2017 年、新春を皆様とともに迎
えられることをとても嬉しく思っております。昨年も皆様には大変お世話に
なりました。あらためて御礼申し上げます。

活動報告 （P．2）

■

法人からの報告・編集後記 （P．3）
・自衛消防訓練審査会など
・寄附報告
・永年勤続表彰
・第 8 回被災者支援
チャリティーコンサート
・編集後記

さて、本年は社会福祉法人において勝負の年となりそうです。社会福
祉法等の改正に伴い、経営組織のガバナンス強化、事業運営透明性の
向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組を実施する責務、
行政関与の在り方など公益性、非営利性を確保する観点から制度の見
直しが行われ、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法
人の在り方が求められています。
もちろん、今までの我々の事業に関して否定するものでもなく、また地域
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に対しての貢献を否定するものではありません。より透明性を高め、責任を
明らかにし、より見える化することだと捉えています。会計監査人制度につ

◆光陽苑

いても、段階的な制度導入となりましたが、平成 31 年度には当法人も設

◆第二光陽苑

置義務対象となる予定であります。

◆新町光陽苑

社会福祉の仕事は、地域の皆様のご協力なくしては、前進することがで

◆第三光陽苑いずみ

きません。制度の狭間で問題を抱えている方々の声を聴き、地域の皆様

◆上荻ふれあいの家

とともに進んでまいります。

◆練馬区立関高齢者センター

是非、本年も泉陽会の各事業にご理解とご鞭撻のほど、よろしくお願い
申し上げます。

／区民ホール（練馬区指定管理）
◆練馬区立石神井台敬老館（練馬区委託事業）
◆練馬区立南田中敬老館（練馬区委託事業）

＊ 女性活躍推進のための意見交換会 ＊

平成 28 年 4 月『女性活躍推進法』が施行されま
した。女性の活躍を推進し、豊かで活力ある社会の
実現を図ることを目的とし、事業主（常時雇用する
労働者が 301 人以上）は、
「事業主行動計画」の策
定・公表が必要となりました。
泉陽会でも行動計画を策定し、女性職員が活躍し
て働ける職場整備の取り組みを進めています。
今回は、法人内の主任職以上の女性職員を対象
に、女性活躍推進法の概要と行動計画に関する説
明、および意見交換会を実施しました。
当日、講義での学びの後の意見交換会では、参加
者から多くの貴重な意見を聞くことができました。
今後、アンケートの実施などを通じて、女性職員
の声・意見を反映しながら、勉強会の開催や研修を
実施していく予定です。

＊ 職員互助会企画 ＊
泉陽会では、職員の親睦と福利厚生を目的
として「職員互助会」があります。
職員互助会では、職員が日帰り、泊まりの
旅行や親睦会の企画を立てています。他の部
署や事業所を超えて、さまざまな職員と親睦
を深めています。条件がありますが、互助会
員４名以上で１人最大１万円の補助金も支
給されます。
昨年も温泉や食事、自然や都心の夜景、ア
ウトドアなどを満喫し、仕事のことは忘れて
職員同士で旅を楽しんでいます。
(上段右)16 月実施
(上段左)10 月実施
(下段右)11 月実施
(下段左)11 月実施
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「いい日 旅立ち！～千葉・館山の旅～」
「エメラルドグリーンの菅沼でカヤックに挑戦」
「自然に囲まれて、親睦を深める会」
「帝国ホテルバイキング＆夜景の東京タワー」

今年も、あらたな企画を立て、
継続的に職員相互の親睦を
高めています。

＊ 活動報告 ＊
《 アクティブ福祉ｉｎ東京´16 》
新町光陽苑

平成 28 年 9 月 30 日（金）於：京王プラザホテル

照喜名竜彦さん

第二光陽苑・新町光陽苑では、
「アクティブ福祉ｉｎ東京´16」

テーマ『ユニットケアを

にて口演発表を行いました。より良い施設とご利用者のサービス

進める為に今できること』

について研究と実践を行いました。その成果を約 1,400 名の参
加者の中、介護士さんたちが存分に発表しました。
第二光陽苑
実行委員長賞を受賞しました！

崎浜 海咲さん

から一言

テーマ『入眠時にアロマオイルを活用する事での良眠効果と情緒的変化についての研究』
～看取り介護の方に安らぎを感じて頂き認知症の周辺症状の緩和への簡素な方法として～

今回、実行委員長賞を受賞できたのはフロア職員の協力、
上司の助言、会社の理解あってのものです。やりたいケア
を発案し、実践できる環境に身を置けることを幸福に感じ
ております。これからもプラスα、何か出来る事はないか、
ご利用者のためにより良い介護を考えて行きたいです。

《 東京ケアリーダーズ 》
東京ケアリーダーズは、
「学生や利用者、家族へ私たちの仕事を伝えたい」と
いう熱い思いを持って会員施設で働く 25 名の介護士で結成されました。
今後は、各種イベントに赤いジャケットを身にまとい、
「高齢福祉の楽しさや
仕事のやりがい」をアピールする伝道師として活動していきます。
泉陽会のイケメン介護士さんに、これからの

第二光陽苑

岡本知之さん

高齢福祉を盛り上げていただきましょう！

新町光陽苑

照喜名竜彦さん (写真左)

(写真右)

《 つながれ ひろがれ ちいきの輪 》
地域によりそうキャンペーン事業として、第二光陽苑・新町
光陽苑では「秋祭り」
、光陽苑では「喫茶陽だまり」をイベント
登録・開催しました。この喫茶は、光陽苑開設以来 25 年間ボ
ランティア団体である「陽だまり会」の皆様が支えてくださり、
毎週土曜日１階レストランにて営業しています。
これからも「陽だまり会」様をはじめ、多くのボランティア
の皆様とのつながりを大切にしていきます。

ボランティア「陽だまり会」の皆様
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新町光陽苑

７月に新町光陽苑（北区）、10 月に光陽苑・第二光陽苑（練馬区）では、

感謝状いただきました

管轄消防署等が主催する自衛消防訓練審査会に出場しました。
今回は、第二光陽苑の男女混成隊が見事『準優勝』を飾りました。
今後も「避難誘導・初期消火・119 番通報・応急救護」の重要性を認識
しながら、日々の防災訓練等に努めていきます。

新町光陽苑では、防火管理
業務協力の功労にて、滝野
川消防署長より感謝状を
いただきました。
光 陽

苑

高橋主任・大内介護士

準優勝 第二光陽苑
持田介護士・岡本介護士

新町光陽苑
狭間事務員・粟津係長・牧田介護士

≪敬省略≫

11 月 15・16 日全国老人福祉
施設大会（石川大会）にて、

稲部ケサ 津田裕子 土屋きさ子 南 節子
陽だまり会 株式会社はじめ葬祭
本橋義雄 鷲頭倫子
（五十音順）

高橋施設長が永年勤続（20 年）
感謝状の表彰を受けました。
新町光陽苑 高橋施設長から一言

※平成 28 年 7 月～平成 28 年１１月にご寄附を頂戴した方

「この度、全国老施協より永年勤続感謝状を頂戴し光栄です。

を掲載しております。なお、寄附申込時のご希望により氏

今までの経験を糧にこれからも法人・地域の福祉向上と発展の

名の掲載を控えている方々もおります。

為に積極的に邁進してまいります。ありがとうございました。
」

※納涼祭、秋祭りでも多くのご寄附を頂戴しております。

（写真中央：加藤理事長、右：高橋施設長、左：平本係長）

日時
場所
演奏

～ 編 集 後 記 ～
法人紙（Vol．3）
「新春号」の発行にあたり、皆様からの
ご協力に感謝しております。ありがとうございました。

平成 29 年 3 月 12 日（日）14:00～15:30
関 区 民 ホ ー ル ※時間等変更する場合がございます。
株式会社 リムインターナショナル

＜発行責任＞
社会福祉法人 泉陽会
東京都練馬区西大泉 5-21-2
☎ ０３－３９２３－５２６４

あらためまして明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

★ホームページもご覧ください★
http://www.timelyhit.ne.jp/senyoukai/

創刊号発行から、お陰様で１年が過ぎました。
何をお伝えするのか・したいのか考え発行しました。
是非ご一読いただき、ご指導の程お願いいたします。

この広報紙は、ウチダ印刷株式会社様に
依頼し作成しております。
☎ ０４２-４６１-６９０２

＜法人広報委員：高橋、上田、本田、小林、神山＞
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