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新年のご挨拶
理事長

清家 浩之

におかれましては︑令和となってはじめての新春

新 年 明けましておめでとうございます︒皆 様

間をかけながら利用される方がより満足できる

り当初の予定よりも幾分延期となりますが︑時

築計画におきましても︑西日本豪雨の影響によ

一方︑豪 雨 災 害によって半 年 間 余り休 館を余

を︑お健やかにお迎えのこととお慶 び申し上 げ

旧年中は西予総合福祉会に対しまして︑皆様

儀なくされた﹁游の里温泉﹂及び﹁游の里デイ

施設を計画してまいります︒

方からの温かいご支援とご協力を賜り︑無事新

サー ビスセンター﹂については︑西 予 市 公 共 施

ます︒

春を迎えることができましたことを心より感 謝

了 する今 年 度 末をもって撤 退 することになりま

設等総合管理計画に基づき︑指定管理契約が終

早いもので︑西予市に甚大な被害をもたらし

した︒両施設におきましては平成八年より二十

申し上げます︒

た西日本豪雨から一年半が経過し︑復興の足音

四 年 間 運 営を行ってまいりましたが︑その間 地

域の皆 様をはじめ多くの方 々に支えていただき

も幾分感じられるようになってきました︒
当法人におきましては︑園舎裏山の土砂崩れ

ましたこと︑また長年にわたりますご厚情に心

さて︑当 法 人の運 営の基 本は三つの満 足であ

により避難指示区域に指定され︑四月より休園

工事が完了し安全性の確保が立証されることを

り〝利 用 者の満 足︑職 員の満 足︑経 営の満 足〟

より感謝申し上げます︒

想定し︑子どもたちの受け入れ再開に向けての

を成し遂げながら社会の要請に応えることです

となっています﹁明間保育園﹂についても︑治山

準備を整えております︒

保育園﹂
︑﹁石城保育園﹂での移管経験を活かし

についても一年 間の延 期となりましたが︑﹁多 田

うし︑地域全体の福祉の向上を目指してまいる

員が研鑽を積み︑私たちに与えられた責務を全

は至 難なことでございます︒今 後はさらに役 職

が︑それぞれのバランスをとり継続していくこと

ながら︑四月から安心して運営が移行できるよ

所 存でございますので︑これからも ご指 導︑ご

また︑西 予 市から移 管 予 定の﹁高 山 保 育 園﹂

う努めてまいります︒それと同 時に建 物の老 朽

支援を賜りますようお願い申し上げます︒

して新年のご挨拶とさせていただきます︒

良き年になりますよう心からお祈り申し上げま

終わりになりましたが︑この新しい年がより

化対策と立地の安全性を確保するために︑旧高
山小学校跡地への移転新築計画を令和三年二月
末完成予定として進めてまいります︒
そして︑
﹁養 護 老 人ホーム三 楽 園﹂の移 転 新

―２―

平成30年度
平成３０年度は、旧宇和病院跡地に新規事業として「地域密着型特
別養護老人ホーム開明の杜」と「うわまち南保育園」、
「うわまち東保
育園」を統合する形で「認定こども園うわまち未来こども園」を開設し
老人福祉、子育て支援の充実を図った。また、官から民への流れの中、
西予市立「石城保育園」及び「多田保育園」の移管を受け今年度から運
営を行った。
閉園した「うわまち南保育園」に、９月から伊賀上で運営していた
「リハビリ専門デイサービス歩」を移転し、また、
「うわまち東保育園」
には、１０月から「松葉学園」内で運営していた「障がい児通所支援事
業所ぽのぽの」を移転し、共に今までより広い場所で余裕ある支援を
行うことが出来るようになった。
また宇和島市三間町で運営していた「リハビリ専門デイサービス歩
みま店」を豪雨災害の影響等で利用者が減少したことや建物の賃貸
借契約が終了することにより今年度で閉所することとした。
平成３０年７月豪雨災害によって、
「明間保育園」が避難指示区域に
指定され、保育園が使用できない状況になった。地域の皆さまの協力
を得て、
「昭和集会所」をお借りして引き続き明間地区で保育を行うこ
とが出来た。しかし、保育基準に満たない施設で保育を続けることは
出来ず、平成３１年４月から避難指示区域が解除されるまで休園する
こととなった。また、
「游の里温泉ユートピア宇和」と「游の里デイサー
ビスセンター」も、地下設備が浸水し豪雨以降休業することとなった
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が、施設の修繕を行い年末前後には再開することが出来た。
設備整備関係では、
「 ケアハウスれんげ」の空調設備の老朽化に伴
い、補助金を得て更新を行い、利用者に快適な環境を提供することが
出来た。その他、各施設で設備の老朽化に伴い、各居室のエアコンの
更新及び修理、ボイラーの更新を行った。
法人事務の一元化を行い、効率化を図るため、勤怠管理システムの導
入を行った。
平成２０年度作成された中長期計画の最終年度となることで長期
計画の検証作業を行った。また、平成３１年度からの中長期計画とし
て、コンサルタントを交え、今後５年間の戦略計画を策定した。
経営状 況として、事 業活動収 入が３６億３千万 弱であり、昨年比
８％の伸びとなった。新規に「地域密着型特別養護老人ホーム開明の
杜」、
「石城保育園」、
「多田保育園」の運営を行ったことが主な要因で
ある。事業活動支出は６％増加している。主なものは人件費が昨年比
６％増となっており、保育園、児童養護施設の新たな処遇改善の実施
と職員数の増加によるものとなっている。
新規施設の運営開始により、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」の具現化をさら
に促進し各事業所において順調に事業を展開することができた年で
あった。

平成30年度

〈西予総合福祉会〉
Ⅰ

事業報告

3,634,913,000 3,648,301,950 3,634,913,000 3,648,301,950

正職員・パート

募集

人が大好きで福祉に興味のある方
一緒にお仕事しましょう！
【お問い合わせ】西予総合福祉会

西予総合福祉会

事務局

TEL：
（0894）62-3773
（担当：宇都宮）

募集要項その他の詳細は当法人HPでご覧いただけます

―３―

6,752,044,433

養護・障がい事業部

農

福

連

携

いっとき館 の取り組み

〜地域と共に

地域の魅力再発見〜

「就労継続支援（B 型）事業所 いっとき館」は、『働いて自分で収入を得たい』と希望される方々が、自らの強みを活かし、活躍出来
る場を作る事業所です。利用される方々の想いに応じ、様々な作業提供を行っていますが、その中で現在力を入れている【農福連携】
についてご紹介いたします。この取り組みは、農業分野と福祉分野お互いが必要とするところを補完し合う関係作りと言えます。具体
的には、高齢化等により担い手が不足している農業分野と、就労機会の確保、工賃の向上を目指す福祉分野とが手を取り合っていくと
いうものです。このキーワードは、全国的に大きな流れとなっていて、私たちもその流れに乗ることが出来るよう様々な取り組みを行っ
ているところです。これにより、「いっとき館」を利用されるみなさんと一緒に、農業のすばらしさを地域に再発信することが出来たら
と考えています。
主任サービス管理責任者 三好

…田んぼプロ集団…

（株）田力本願

「人との出会いが形になる‼思いついたら形にしたい‼」
田力本願さんより、
ぼかしになる素材を提供していただき、
「いっとき館」でぼかし製造作業を行っ
ています。その際に、明浜町のみかんジュースの搾りかすを混ぜ、万能肥料を作ります。出来上がっ
た万能肥料を田力本願さんに提供します。

代表取締役

中野

社長

聡 さん

Ｑ：「いっとき館」が作ったみかんぼかしの魅力とは？
Ａ：県外に売りに行くと、愛媛は米のイメージがなく、みかんのイメージが強いです。みかんぼかしを使用した米
を作ることで、愛媛らしい特徴づけに繋がります。また、みかんジュースの搾りかすは、処分されるものでありま
すが、みかんぼかしとして再利用している所も魅力のひとつです。肥料成分も悪い物ではありません ! 善玉菌が増え、
根が元気に育ち、良質な米が出来上がります。

Q：今後の取り組みについて
A：飲食店でプラスティックストロー廃止の動きが広がっています。「麦わら＝ストロー」として考えられないか
検討しています。無農薬で麦を作ることは難しいですが、いろんな品種を試して、ストローに加工していきたい
と考えています。そこで、利用者さんの強みを活かして、ストローの長さを揃えて貰うなどの作業をしていただ
きたいなと思っています。出来上がったストローを「いっとき館」の作業場のひとつである「パーラーりぷとん」
で使用出来ないかなど考えているところです。
」
「いっとき館
声
利用者さんの

…農業組合法人…

加茂ファーム

『ぼかし作りは、米ぬかが服について大変な作業。だけど、美味しいお米が
出来るために頑張りよる！』

「地域の農地を
自分たちで守らないけん‼」

去年の 5 月頃より、県の農業指導班より
お話をいただき、
「いっとき館」と連携を図
る事になった、加茂ファームさん。広大な土
地には、沢山の野菜・米・麦・大豆・ゆずな
どが植えられています。下請け作業としての
除草作業を「いっとき館」が行っています。

代表（左）

三好 伸吉 さん
担当作業員（右）

末光 輝至 さん
」
「いっとき館
声
利用者さんの

Q:「いっとき館」に期待すること
A: 新しい野菜も植えていきます
し、急な作業の依頼もするかもし
れませんが、お願いしたいです。

「地域を
どがいぞせんといけん‼」

Q：「いっとき館」利用者さんの取り組みに
ついて
A: 熱心に取り組んでいただいており、生産
効率アップに繋がっています。担い手不足
の中、本当に助かっています。
代表

岩本 一久 さん
Q: 今後の取り組みについて
A: 来年度より、
ねぎを生産していきます。
除草作業・出荷作業などの作業工程をお
願いし、連携を図っていきたいです。

…地域の方から農地の借り受け…
「いっとき館」近隣の農地３ヶ所（約 6ha）を、地
主さんのご好意により無償で借り受け、たまねぎや
ジャガイモ等の生産を行っています。収穫した作物
の大部分は学校給食センターへ納入し、地域の子ど
もたちの食育に一役買っています。

『草が上手にひけた時は嬉しい』
『今の仕事は、自分に合っていると思う。
いつまで体がもつか分からんけど、“いっ
とき館” の仕事を続けていきたい !!』
」

いのべにし

農地中間管理事業により、地域再生に努められている、
いのべにしさん。こだわり野菜生産の為、下請け作業とし
ての除草作業を「いっとき館」が行っています。

Q:「いっとき館」の取り組みについて
A: 今までは、地域の人たちに声をかけ、
手伝って貰っていましたが、高齢化に伴
い、足をかがめる作業など負担がかかり
ます。他の作業も忙しいので、除草作業
に手が回りませんでした。草の成長が早
く､暑 い 中 も 熱 心 に 細 か く 除 草 作 業 を
やっていただき、本当にありがたいです。

「いっとき館
職員の声

…農業組合法人…

『自分の仕事に誇りをもって、熱心に取り組まれています。作業が仕
上がった時の達成感あふれる姿をよく目にします。暑い中もよく頑
張ってくれました☆彡』

収量アップを目指し、今年度、トラクターを導入しました!!
―４―

児童事業部

食育だより

食育とは、食に関する知識 , バランスの良い食を選択す
る力を身につけていくことです。保育園では、「お当番活
動」「栽培活動」「クッキング」などを通して様々な経験
を積み重ね、食への興味・関心を育んでいます。毎日の
給食では食事に対する嫌な気持ちがない、楽しい時間と
なるよう食事環境を整えています。例えば、食べたいも
のや好きなものが増えるよう、日々の楽しい盛り付け・
屋外での食事・バイキングなどの行事食などを通し、食
べる意欲を育んでいけるよう努めています。
子どもは一回の食事で摂取できる量が少ない為、おや
つの時間で栄養とカロリーを補っています。保育園では、
すぐにエネルギーに変わりやすいものを中心としたメ
ニューを提供しています。子どもに摂ってもらいたい食
材 ( かぼちゃや人参などの野菜類・卵・豆腐・牛乳やチー
ズなどの乳製品・果物類・芋類 など ) を取り入れた手作
りおやつも作っています。給食を通し、「みんなで食べる
ことは楽しい」「一緒に食べると美味しい」と感じてもら
えるように…と願っています。
食べる力は生きる力。子どもたちにとって食事が楽し
い時間になる為に、まずは大人自身が食事を楽しむ気持
ちを持ちたいです。
給食を通じて子どもたちが心身ともに元気に成長を育
めるよう、給食づくりも頑張ります！！
栄養士 松下

ご家庭でも、子どもたち
と一緒におやつを作りたい
ですね。
卵を割る，混ぜる，生地
をカップに入れるだけでも、
子どもにとっては貴重な体
験で、自信につながります
(*^▽^*)★
お当番活動の様子

★人参入りホットケーキ★

（材料名）
【5 人分】
ホットケーキミックス粉
…………………200ｇ
卵 ………………… 1 ヶ
牛乳………………… 30ｇ
人参…………………100ｇ
①ボールに卵と牛乳を入れて混ぜる。
②ホットケーキミックス粉を加えて軽く混ぜる。
③細かくみじん切りした人参を②に加えて混ぜる。
④フライパンを中火に熱し、生地を焼く。
⑤泡が出たら裏返し、火が通れば出来上がり♬
★生クリームや果物でトッピングしてもいいですね（*^̲^*）

昨年４月に「うわまち未来こども園」内に開設され今年で２年目。現在、「宇和町小学校」の１年生から３年生まで
４０人が利用しています。地域の方々にもボランティアで様々な活動で支えていただきながら、子どもたちは毎日を安
心して、安全に過ごし、楽しくのびのびと活動しています。

対 象 者：宇和町小学校児童

誕生会
今日の主役は誰かな？

場

所：西予市宇和町卯之町一丁目246番地6

利用時間：【平日】下校後〜１８：００
【学校休業日】７：３０〜１８：００
＊延長１８：００〜１９：００
お 休 み：日曜日・祝日
年末年始（１２／２９〜１／３）
定

員：４０名

保 育 料：基本料月額６，０００円／人
（利用状況により料金が変わります）
【お問い合わせ】
なかよしクラブ（藤原）
ＴＥＬ：０８０−３１７５−０４６０

みんなで掃除して
ピカピカに

うわまち未来こども園（兵頭）
ＴＥＬ：（０８９４）８９−３１３１

―５―

老人事業部

〜新しい展開〜

リハビリ訪問看護ステーション

あゆみ

歩

令和元年７月１日に開設いたしました。
ご自宅で療養されている方にご利用いただける
サービスです。
病気や障がいのある方が住み慣れた地域やご家庭
で安心してお暮しいただけるようサポートいたしま
す。
当ステーションの看護師やリハビリスタッフがご
家庭にお伺いして良質な看護・リハビリテーション
を提供しておりますのでお気軽にご相談ください。
開設後はたくさんの方からお声がけいただき、城
川町・野村町・宇和町・三瓶町・明浜町・三間町を
訪問させていただいております。
これからもスタッフ一同頑張ってまいりま

【お問い合わせ】リハビリ訪問看護ステーション歩
住所：西予市宇和町卯之町三丁目４８６番地
TEL：（0894）89‑2210
担当：宇都宮

すのでどうぞよろしくお願いいたします。

介護教室

in 三瓶小学校

令和元年 9 月 20 日に、「三瓶小学校」にて「皆楽園」と「三楽園」の職員で 4 年生の生徒を対象に介護教室を
開催しました。教室では、高齢者疑似体験、車いす・電動車いす体験やリフト車の体験を行いました。この体験をきっ
かけに将来、地域福祉に根付いていけたら良いと思っております。
ちゃんと掴めてるかな？
だんだん身体が重くなってる…

豆を掴むの難しい!!

足が曲がりにくくて
動きにくい！

おもりやサポーターを着けて
お年寄りの身体状況に近づけます。

―６―

すごく見えにくいなー

第42回神野久地区

西予市宇和町神領・別所・野田
小野田・久枝（神野久地区）の運動会！
令和元年 10 月 13 日宇和町小野田の
希望の森グラウンドで行われました！
神野久地区の一員として「希望の森」「ひまわりの家」は運
動会に参加し、競技を通して地域交流の輪を広げ、交流を図っ
ています！

10年前…

たのしかったです！

今から40数年前、地域民の親睦と健康増進を目的に
地域民の親睦と健康増進を目的に
神野久地区運動会が始まったそうです。
「希望の森」は、昭和59年に開園。皆さまに受け入れて
いただき翌年から運動会に参加しています。
30年以上、皆さまと共に取り組んだ競技は、
どれも楽しく愉快な思い出ばかり！
競技を通して地域に仲間入りでき、大変
感謝しております。神野久地区運動会は、
今回の第42回をもって終了となりますが、
今後もどうぞよろしくお願いいたします。
神野久地区運動会また、いつの日か・・・。

園

松葉

Ｐ（ぽのぽの）Ｉ（いっとき館）
Ｍ（松葉学園）Ｙ（夢の家）を
パズルに例え、４つの事業所が
「ワンチーム」をコンセプトで
作成しました。

三楽

希望

りの

あけ

家

スプレーでそれぞれ好きな
位置にプリントしました。
ひまわりのように明るい施設
を目指して頑張ります。

荘

開明

下宇

三・楽・園の頭文字を取っての
『Service、Refresh、Enjoy』。
全職員で協力し合い、元気に
楽しみながら、何事にも取り組んで
いこうという想いを込めています。

はま

みんながひとつになるように作成しました。
あけはま荘グループのイメージキャラクターは、
職員みんなで考えました。

園

の森

ロゴの３つの木は、それぞれちょっとずつ
形が違っています。「希望の森の一人ひとり
個性があって、みんな違っていいんだよ」
という想いを込めています。

希望の森】

学園

わ
ひま
皆楽園から見た景色で
島あり・猫あり・釣りあり。
「team.KRE」は職員の
想いをひとつに！という
意味を込めています。

【障害者支援施設

宝くい競争

西予総合福祉会には、オリジナルのＴシャツを作って
いる施設があります。おそろいのＴシャツを着ると、
「み
んなで仲良く頑張ろう！」という気持ちが強くなります。
街で見かけたら、お気軽にお声がけくださいね！

西予総合福祉会
Ｔシャツコレクション
皆楽

ー！
イ お

エイエ

和保

育園

一人ひとりを大切に思う保育園だからこそ、
職員の着たい色も十人十色です。子どもたち
やご家族の皆さんに寄り添ったかかわりを
職員一同心をひとつに頑張っています。

―７―

コメントは、職員の気持ちが
ひとつにまとまることを願っ
て考えました。

の杜

宇和保育園地域子育て支援センター
地域子育て支援センターでは、パパ・ママだけでなく、おじいちゃん・おばあちゃんも遊びに来られており、
お子さんやお孫さんと一緒に活動を楽しんでいただいています。お気軽においでくださいね。
発行

毎月行っているもの

ほかにも楽しい活動がいっぱい

愛媛県西予市宇和町久枝甲一四三四番地一 社会福祉法人西予総合福祉会

身体測定
（第１水曜日）

クッキング みんなで協力して作って楽しいなあ♪

スタッフもお手伝いしますので、
いつでもお声をかけてくださいね。

ベビーマッサージ
ハイハイまでのお子さんを
対象にベビーマッサージを
行っています。

焼きそば作り

ホットケーキ作り

赤ちゃん相撲

ママと英語Norah
（ノラ）
英語の先生に来ていた
だきます。先生と一緒
に手遊びやゲームなど
を楽しみましょう。

笑顔相撲♡

保育園の行事に参加しよう
・夕涼み会 ・運動会
・おまつりごっこ
・豆まき
・ひな流し
◎宇和保育園の園庭でも遊ぶことが出来ます。

ハッピーBirthday
（誕生会）

【お問い合わせ】
宇和保育園内 地域子育て支援センター
TEL：（0894）62‑2588
担当：山下・宮本

誕生日以外のお友だちも
参加できます。みんなで
お誕生日のお友だちをお
祝いしましょう。

☎︵〇八九四︶六二

公益財団法人
中央競馬馬主社会福祉財団より

「はっけよーい！のこった！」

寄 附

愛媛まごころ銀行より

西予市より

表 彰
游の里温泉

三七七三

ユートピア宇和

印刷

うわまち未来こども園へ
パネルハウス １台

福祉の里デイサービスセンターへ
自走式車椅子 １台
１台

養護老人ホーム三楽園

古谷 高史

施設長

安
悦
正
照
弘
子
典
子
・
・
・
・
加賀山久美子
駿 河 友 希
兵 頭 仁 美
森
美 葉
・
・
・
・
上 甲 純
宮 本 茂
久保田
岡 本 有
子
美
幸
沙
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あとがき

本
谷
光
水

昨年に今年と豪雨災害に見舞われた日本︒千葉
県を中心に東北・北信越・関東にかけて目を覆い
たくなる災害が襲ったことは記憶に新しいところ
です︒被災地にお住いの皆さんが一日も早く日常
を取り戻されることを願ってやみません︒
昨年の水害で深い傷を負った宇和町明間地区四
道付近では︑十一月一日現在︑未だ土砂崩れ復旧
工事中ですが︑同じ地区にあり一足早く再開にこ
ぎつけていた﹁游の里﹂は今年度末にその役目を
終えることとなりその準備が始まっています︒地
域の皆様の健康増進を目的とした温泉施設﹁ユー
トピア宇和﹂と高齢者福祉施設﹁游の里デイサー
ビスセンター﹂
︒この姉妹施設は平成八年に産声
を上げ︑以来二十三年にわたり大変多くの皆様に
お越しいただきました︒これまでのご愛顧に心か
ら感謝お礼申し上げます︒しっとりツルツルの温
泉は経営者が変わり来年度以降事業を引き継いで
いただきますのでご安心ください︒
一抹の寂しさを禁じえませんが︑地域のご要望
に沿った福祉サービスを中心に事業展開してまい
りますので今後ともよろしくお願い申し上げます︒
新たな年が皆様にとって素晴らしい一年であり
ますように！

編集委員

松
中
末
清

有限会社 大成社

下宇和保育園へ
空調機(スカイエア床置形)

第67回愛媛県社会福祉大会
愛媛県知事表彰

●年末年始のご案内
・12月30日まで通常営業
10：00〜21：00
（受付終了20：30）
・12月31日及び1月1日は
12：00〜18：00まで営業
（受付終了17：00）
・1月2日から通常営業

●ユートピア宇和運営終了に伴う
入浴回数券のお取り扱いについて
お手持ちの回数券は、令和2
年3月31日以降ご使用いただ
けません。
払戻しの予定はありません
ので、営業終了日（令和2年3月
中旬予定）までにご使用いただ
きますようお願いいたします。

