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①老人事業部

2020. ６月

共に育つ

EPA/ 技能実習生

②養護・障がい事業部

西予市地域共生型交流拠点施設 「なごみかん」

③児童事業部

・
「明間保育園」再開について

・
「高山保育園」運営開始について
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今年度のご挨拶
常務理事

冨士森

斉

日頃から皆様方の格別なご支援を賜りまして、そ
れぞれの施設・事業所において順調な運営ができて
おります事に対し、心より感謝申し上げます。
私自身が寄稿しております4月現在、国内でも新型
高齢者事業では宇和町山田地区にて事業展開して

コロナウイルス感染者が増加し、政府は『非常事態』
を宣言いたしました。このウイルスに対するワクチ

おりました認知症対応型デイ「石城あんしんの家れ

ンの治験や許可等が一日も早く進むことを願ってや

んげ」が施設の耐震性不足等の理由により、4月から

みません。

は「松葉寮」の施設内で名称を「かえで」と変更し、

さて、当法人は令和2年度、15名の新採用職員に入

よりサービスの充実を図っております。
更に法人では外国人雇用にも間口を広げ、昨年12

職いただき、新たな息吹とともに正職員459名パート

月より「松葉寮」にEPA介護福祉士候補生をフィリ

職員283名の総勢742名でスタートしております。
まず児童事業では、西予市からの移管を受け、「高

ピンより2名受け入れました。ミャンマー人技能実習

山保育園」を4月から運営しております。これまでの

生は今年3月から「あけはま荘」で2名を皮切りに夏

良質な保育を引き継ぎながら、法人の持ち味を活か

にはあと2名、そして「皆楽園」でも2名受け入れ予

し、更に地域に根付いた保育園を目指します。また、

定で多様な雇用の受け皿として機能していきます。

西日本豪雨災害により、休園しておりました「明間

最後に私たちの仕事は、乳幼児、児童・生徒、障

保育園」も4月から再開しております。こちらも地元

がい者や高齢者と人生を共にすることで何事にも代

地域の支えをいただきながら、きめ細やかな保育を

え難い感動の場面に立ち会うことができます。しか

提供いたします。

し地域の人口減少により、福祉の担い手不足が叫ば

障がい事業では三瓶町に西予市地域共生型交流拠
点施設として「なごみかん」を運営開始いたしました。
この施設は、健康づくりや交流の場として、また高

れて久しい今日、人財の確保及び定着が喫緊の課題
です。
『利用者が使ってみたい』『職員は働いていたい』

齢者や障がい者の働く場として、地域住民の誰もが

事業所になるべく、各施設長を中心に利用者にも働

気軽に立ち寄り、満足感・充実感が得られる事を目

く職員にも選ばれる法人(事業所)を目指してまいりま

的としています。是非多くの方のご利用をお待ちし

す。今後とも当法人に対しまして、ご指導、ご支援

ております。

を賜りますようお願い申し上げます。

令和2年度

事業計画

1、基本理念・信念
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
多様化していく社会の要請に応じ、総合的多角的な福祉サービスを展開し、心豊かな地域社会づくりを推進する。
2、使命・目的
①地域で「その人らしく」生活できるように総合的な福祉サービスを提供する。
②地域の福祉人財を創出・育成する。
③やさしさと温かさあふれる地域づくりに貢献する。
3、目標・夢・希望
①利用者満足のために地域で信頼され続ける組織
・福祉サービスをワンストップで提供できる組織
・地域ニーズやライフステージの変化に応えられる組織
・安心して暮らせる地域づくり
②職員満足のために
・安心して働き続けられる職場環境
・働く誇りが持てる組織
・能力、技術を向上し成長できる組織
・一人ひとりが活躍できる組織
・風通しがよい組織
・公平で納得度の高い人事考課
③経営満足のために
・健全経営（事業として赤字を出さない）
・時代の変化を見極めながら、成長し続ける組織
・一人ひとりが基本理念を理解し実践している職場
・よい人材が集まる組織
・人が育つ職場環境と仕組み

―２―

EPAとは Economic Partnership Agreement（経済連携協
定）の頭文字をとったもので、協定に基づき日本の介護
施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格の取
得を目指します。対して技能実習は日本の技術を学んで
それぞれの国に持ち帰るものです。
令和２年４月現在、EPAでフィリピンから２名が「特別養
護老人ホーム松葉寮」に、技能実習制度でミャンマーか
ら２名が「特別養護老人ホームあけはま荘」に来られてい
ます。今回この４名に質問をしてみました。内容は以下
の３つです。
Q1. 日本に来るきっかけは？
Q2. 働いてみてどう思いましたか。
Q3. 今後の抱負やしたいことを教えてください。

EPA介護福祉士候補生のお二人は、本国では４年制大学を卒業し、看護師資格
を有しており、来日前に６ヶ月の日本語研修を受け、来日後の研修を経てから
愛媛に来ています。基本は４年ですが、介護福祉士の資格取得者は在留資格の
変更が無制限で可能となっており、永続的に滞在可能となります。
A1. ・家族のために、日本に来て頑張ろうと思いました。
・兄妹も外国で働いていますが、私は近い日本が良いと思いました。
A2. ・仕事はとても大変ですが、楽しいです。ただ、日本語は、難しいです。
・お年寄りのお世話をして、日常生活のお手伝いが出来ていると感じると、
私も満足します。
A3. ・介護福祉士の合格を目指したい。
・日本をもっと知りたい。愛媛県をもっと探検したい。

技能実習は、平成２９年の技能実習法の施行にあわせ、対象職種に介護職種が
追加されました。期間は３年（諸条件をクリアした場合は５年）です。来日す
るためには日本語能力試験の N４（N５から始まり、数が小さいほど難しい）
を取得していないといけません。また、1年後に N３の取得義務があります。
現在、介護業務を覚えながら日本語の勉強もしています。
A1. ・利用者さんのお世話をすることがおもしろいと思ったから。
・日本の文化がおもしろいと思ったから。
A2. ・介護が必要な利用者さんが多く、若い人が必要だと思った。
・皆、優しくて嬉しかった。仕事は楽しい。
A3. ・介護が上手になりたい。利用者さんと一緒に、散歩や花を見に行きたい。
・日本語が上手になって、利用者さんとたくさん話がしたい。
―３―

…みんなの憩いの
場

はじめまして !!

三瓶町

…
三瓶町の地域共生型交流拠点施設「なごみかん」について、西予総合福祉会が西予市より指定管理を受け、就労継続
支援（B型）事業所「いっとき館」が主として管理、運営を行っていくことになりました。この施設は、健康づくりや交流
の場として、また高齢者や障がい者の働く場として、地域住民の誰もが気軽に立ち寄り、満足感・充実感が得られるこ
とを目的としています。地域の皆様に愛され、利用していただきたく思います。「いっとき館」が掲げている事業方針の
中に『一人ひとりが、地域の中で主役となり活躍できる場を作る』という文言があります。この施設がまさにそれを体
現できる場となるよう取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 統括主任サービス管理責任者 三好

地域交流スペース

作業スペース
パンの製造を行います！
優しい甘さにやわらかく
しっとりした食感。贅沢気
分で幸せになれます♡

ボルダリング体験や介
護予防教室・健康器具の
利用ができます☆

入り口

オープンスペース

お菓子・手作り
パン・雑貨・
地元産品など…♪
三瓶中学校●
三瓶体育館
●
宇和高校
三瓶分校●

地元産品の販売コーナーやキッズスペー
ス近くに漫画コーナーがあります。また、大
型テレビを設置し、スポーツイベントなどの
パブリックビューイングもできます♪
お弁当を持参して
いただいてもＯＫ!!
地域共生型交流拠点施設
なごみかん
（旧三瓶授産所跡）

線
瓶
三
和
宇

―４―

キッズ
スペース

free Wi-Fi
場
所：西予市三瓶町津布理 ₂₈₄₃ 番地 ₁
利用時間：９：００～２０：００
定 休 日：火曜日
12 月 31 日～ 1 月 3 日
【お問い合わせ】
西予市地域共生型交流拠点施設 なごみかん
Ｔ Ｅ Ｌ：（０８９４）８９－３３３３

〒797‑0010
西予市宇和町明間1068番地
TEL：
（0894）67‑0303

明 間 保 育 園
平成３０年７月の豪雨災害後、１年９か月ぶりに「明間保育園」が再開される
こととなりました。再開に当たり、多くの方のご協力をいただいたことにお礼
を申しあげます。お陰様で自然豊かな環境の中、地域の方に見守られ、のびの
びと過ごしています。『自然を愛し、心身共にたくましい子を育て、個々を伸ば
す保育』をこれからおこないます。

入園おめでとう♥

西予総合福祉会へ ようこそ！

高山保育園
〒797‑0202
西予市明浜町宮野浦甲306番地
TEL：
（0894）64‑0256

今年から西予総合福祉会に仲間入りしました「高山保育園」で
す。海の見える広い園舎、園庭でのびのび遊んでいます。おと
もだちは１５人と少ないですが、みんな仲良く過ごしています。
来年には、明浜支所横に新しい園舎ができることになってい
て、みんな楽しみに待っています。今後とも、よろしくお願い
いたします。

みんなで客人神社までおさんぽで～す
流しそうめんするのかな～

上手に乗れるかな

―５―

西予総合福祉会では、各施設ごとに年間を通して様々な行事をしています。各施設より、お便りなどで
お知らせしていますが、ホームページではそれ以外のこともご紹介しています。
私たちのホームページを、お一人でも多くの方々にご利用いただきたいと願っています。

トップページです。
施設位置などを検索
する事が出来ます。

トップページには法人
職員が作った動画もあ
ります。
ぜひご覧ください。
働く職員のイキイキし
た表情が見られます。

各施設がお知らせを
更新するとトップペ
ージにお知らせとし
てアップされます。

こちらから各事業部の
施設紹介と行事の様子
などが見られます。

各事業部、施設ごとの行事の
様子が、写真とコメント付き
で見ることができます。
楽しい写真が満載です！
普段見られない表情や何をし
ているのかが見られて便利！

わたしの写真も
あったよ！

遠く
に
がよ いても、
くわ
様子
かる
ね。

ホームページの一番下
の施設名をクリックす
ると、各施設のお知らせ
へ行くことができます。

随時、各施設からの情報が更新されますので、ぜひホームページをご覧ください。

HPアドレス：http://www.seiyofukushi.com/
―６―

西予総合福祉会

夢を
あなたの します。
サポート

就学支援奨学資金貸与
西予総合福祉会では、大学・短期大学・専門学校などの
福祉系の学科に通う学生さんに学費の支援を行っています。

◆対象学科

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士・
理学療法士・作業療法士・柔道整復師の養成学科

◆対象者と募集人数

資格取得が可能な養成施設に入学を許可された者…3名
卒業まで１年以上の期間を有する在学生
…3名
※入学時に３５歳以下の者で、養成施設を卒業後、直ち
に法人に就職する意思を有する者

◆貸与金額

月額4万円×12ヶ月（年間48万円）
１年間の支援で
48万円
２年間の支援で
96万円
３年間の支援で 144万円
４年間の支援で 192万円

ポイント１

公的な奨学金との併用ができる！

ポイント２

全額返済免除になる！

ポイント３

貸与する奨学金は無利子！

・法人独自の制度であり、国や県の奨学金制度と併用することができます。
・卒業後、一定の条件（養成施設卒業後直ちに法人に就職し、貸与期間＋1 年の勤務継続
を満たすことで支給金額の返済免除となります。

等）

・万が一、返還が発生した場合、返還すべき日までに返還できなかった際は、延滞利息が発生い
たします。
【お問い合わせ】
TEL：（0894）62 3773
事務局 宇都宮
※掲載写真は養成校よりご提供いただきました。

令和3年度 職員募集
介護職員 支援員
★Ⅰ期
★Ⅱ期

保育士 看護職員 調理員

日
時：令和
応募期間：令和
日
時：令和
応募期間：令和

2年
2年
2年
2年

機能訓練指導員 管理栄養士・栄養士

７月18日
（土）
６月15日
（月）
〜 7月 8日
（水）
必要
９月27日
（日）
８月22日
（土）
〜 7月14日
（月）
必着

【お問い合わせ】西予総合福祉会 事務局 TEL：
（0894）62‑3773
773
（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。
―７―

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。
毎月行っている行事

これからの予定

●身体測定（第１水曜日）

7 月・8 月・・・水遊び

お手伝いします。気軽に声をかけてくださいね。

●ベビー・マッサージ

9 月・・・お月見会ごっこ

●ママと英語 Norah（ノラ）

10 月・・・運動会
11 月・・・給食試食会
12 月・・・クリスマス会
1 月・・・新春おたのしみ会
2 月・・・豆まき

お子さんをマッサージして親子
でゆったりスキンシップ。心や
すらぐひと時を過ごしましょう。

3 月・・・ひな流し

英語の水野先生と一緒に英語に
触れて親子で楽しい時間を過ご
しましょう。

※予定は変更になる場合があります。
＊宇和保育園の園庭で遊ぶこともできます＊

●ハーフ Birthday
かわいい寝相アートを撮ったり、自己
紹介をして楽しみましょう。

【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：井上・宮本

●ハッピー Birthday
誕生児以外のお友だちも参加できます。
みんなで誕生児のお友だちをお祝いし
ましょう。

寄 贈

＊事業所名称変更のお知らせ＊
「石城あんしんの家れんげ」は、今年４月より松葉寮内に
移転し、
『認知症対応型通所介護事業所 かえで』
として再スタートしました！！

ドラゴンカップ実行委員会清家直幸様（写真左）より
マスクをいただきました。ありがとうございました。

◇◆夏のイベントについて◆◇

新型コロナウイルスによる感染症拡大防止のため、今
年の『ひまわりカーニバル ( 希望の森 )』および『松葉寮
納涼祭』は中止となりました。また、その他施設のイベン
ト開催についても、中止または延期を検討しております。
楽しみにされていた方々におかれましては、大変ご迷惑
をおかけいたしますが、ご理解くださいますよう、お願い
申し上げます。

開明の杜に併設 している
『居宅介護支援事業所 松葉寮』が
ひ

『居宅介護支援事業所 陽だまり』
に名称変更しました。

あとがき

編集委員

今年の１月は例年にも増して希望に胸を膨らませていました。令和の時代が幕を開け、初の年越しとなっ
たからです。しかし、そんな気持ちを一変させる暗い影も同時に押し寄せていようとは…。新型コロナウ
イルスです。その感染力の強さたるや凄まじく、世界的な規模で混乱を招いたことは記憶に新しいところ
です。志村けんさんや岡江久美子さんら誰もが愛する有名な方たちが命を落とし、世界経済が一気に冷え
込みました。身近な地域にも感染が確認された時の衝撃は忘れることのない記憶として残っています。
人類は遠い昔から感染症との闘いを繰り返していると耳にしました。こう呟いている今日は４月の後半
です。人との接触を８割減らして、
「密閉」
「密集」
「密接」の回避が叫ばれています。今回の騒動で人類は
歴史に何を刻み残すのでしょうか。知恵と努力が何とか実を結んで、いち早い終息となるよう願ってやみ
ません。広報誌「ふくしの里」５６号が配布される時期には、どうか穏やかな日常が戻っていますように。

発行

愛媛県西予市宇和町久枝甲1434番地1

社会福祉法人西予総合福祉会

☎（0894）62‑3773
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