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【My Best Shot】

すこやか園

精陽学園
貴船神社祭。
学園に山車が来てくれ、
太鼓や舞を楽しみました。

ソーレ平塚地域支援センター

桜を探しに施設周辺を
お散歩してきました。

日中風景の一コマです。
ウクレレを使った音楽活動を楽しんでいます。
アロハ〜♪

ソーレ平塚
日帰り外出。
サファリパークで
動物や花を見て楽しんできました。

あけぼの園
入園のつどい。
職員全員集合！
笑顔でハイチーズ!!

辻

理事長あいさつ
社会福祉法人 至泉会
理事長
隆造

﹃法人運営は職員一丸となって﹄
季節の変化を楽しむ間もなく、いつの
間にか夏になってしまいました。年々、
気候変動が激しさを増しており、日々体
調を気づかうような今日この頃です。
さて、先般の報酬改定により、一息つ

一、職員採用・人材育成
後に詳細を記します。
二、人事労務管理・法人内の情報システ

肌合いに合う方法なのかと考えさせら

必要に応じて参画し、可能な限り体験

が急がれます。法人経営や施設運営に

立てを考えて参ります。

することから、実際を学べるような手

れることが多くなりました。
そこで、ネット関連の募集に加え、
より希望者に寄り添った方法を考える

人並びに各施設に対するご支援のほど、

ム管理

採用に至った学生や実習に来た学生

ここに紙面をお借りしてお願い申し上

終わりになりますが、今後とも当法

に、福祉の仕事を選択した動機を尋ね

げます。

必要性があるものと思います。

三、法人内の規程（定）・規則等の整備

ると、日常の生活の中で体験した事柄

情報の共有化、情報管理の一元化を

全体を見直し、時代に即した内容

に強く影響を受けていることが分かり

図ります。

に整えます。

間との出会い、ボランティア活動での

今号のテーマ

老朽化した建物・設備の整備を行

体験、親戚との交流の中で気づいた出

知れず思う事・楽しんでいるこ

ます。小・中学校での障がいのある仲

らなかったことには感謝しておりますが、

います。また、建て替えの必要な

来事、家族内での祖父母への介護経験

と。同僚の誰にも打ち明けてい

四、大規模修繕・建て替え計画

財務面に限らず、事業運営面においても

施設についての計画を引き続き検

で見聞きしたことなどが強く印象に残

いたとは言えないまでも、引き下げにな

様々な課題を抱えております。
討いたします。

ない秘密！・・・など。もっと

今号のテーマ『実は私○○なん

・・・という興味がきっかけで

深く同僚のことを知りたいなあ

以前までの職歴や日頃から人

そこで、当法人としましては、あらゆ

り、そのことが将来の職業選択につな
がっていることが分かります。

五、積立金の計画見直し
将来の施設整備に向けて、時代に

る階層の職員が、何らかの形で法人の運
営に参画し、多くの職員の意見が反映さ

このような福祉の仕事の選択に強い
影響を与えている「思い」をいかに汲

合った見直しを行います。
さて、今回は紙面の都合上、特に、

れ、とかく所属施設にのみ向けがちな興
味関心を、他の施設や法人全体にまで広

み取り、この「思い」を実践すること

です』に決定してしまいました。

職員採用・人材育成について記すこと

さて、皆さんもあの職員の真

げるような意識の変化を全職員に期待す

かを、直に伝えられる方法が必要と考

実の姿を一緒にのぞいてみませ

がどんなに魅力に満ちていることなの
職員の採用、特に新卒の採用は、あ

えます。若い職員の意見を拾い集め、

にいたします。

昨年度に引き続き、今年度も次の五点

らゆる業種が困難な状況にありますが、

効果的な方法を早急に検討することに

るところです。

を重点課題とし、本部及び本部長と、課

福祉の業界は年々困難になっている状

しました。

んか？

題担当各施設長（理事）を中心に取り組

況と認識しております。

この「思い」を醸成して行くことこ

むことにしました。

当法人におきましては、施設間で希

そこで、人材育成については、各階

そが人材育成であろうと思うところで

常に少数になっているのが現状です。

層に必要な研修の充実を図ります。特

望者数に差がありますが、以前に比べ

現在の募集方法で主としている、イ

に、次の時代を担う幹部職員と、法人

す。

ンターネット関連による方法が、はた

経営や施設運営の核となる人材の養成

ると最終的に就職につながる学生が非

して福祉の仕事を目指す若い人たちの

.

あけぼの園
稲毛

綾乃

〜実は︑私︑稲毛は
○○○なんです〜
児童指導員リーダー

こんにちは、あけぼの園の稲毛です。

たまに見るジェットコースターの夢に

また、絶叫マシーンが大好きなので、

ポット巡りをしようと今からワクワク

それが終わったら次はお気に入りのス

り成り立っていますので、あけぼの園

ぼの園でお仕事させていただく事によ

ます。この私のワクワク体験は、あけ

北村

智子

児童指導員

今井

ゆき

〜実は︑私︑
元ライフセイバーです〜

には感謝でいっぱいです。

しています。

保育士

〜実は︑私︑ワクワク
大好きマダムです〜

励みにしています。

見に行く予定を立てること」を日々の

今は「夏に青ヶ島か阿智村に星空を

は大興奮！そして更に疲れて起床・・・
こんな私ですが、子どもたちや保護
者の方々、そして 優
( しい？ 同
) 僚に
支えられて毎日ぬくぬくと生活してい
ます。ああ、幸せ！

〜実は︑私︑もうすぐ
四十七都道府県制覇します〜
児童指導員 柴山 法子

「実は私、元ライフセーバーです。」

突然ですが問題です！『実は私、稲毛
は○○○なんです』の○○○に当ては

③毎日の夢がスペクタクル映画並み 笑
(

ているのは、毎日子ども達から楽しい

) させていただき、今年で四年目になり

せていただき一年半になります。毎日
かわいい子ども達と温かい職員の方々
と楽しくお仕事させていただいていま
す。
実は私『ワクワク大好きマダム』な

いな景色探し」が大好きなんです。学

も、その一つです。若い頃を思い出し、

しています。また『ライブに行く』の

一日頑張ろう」と気合が入ります。ま

ディーボードをすることで「よっしゃ！

ムになっています。休日や出勤前にボ

ますが、ここ四～五年は、ボディーボ

しばらくご無沙汰していた時期もあり

ようになっていました。社会人になり、

で、波乗りをすることが毎日の日課の

る人です。その頃から海がとても好き

色いＴシャツを着て海の監視をしてい

簡単に言いますと夏に海へ行くと黄

いです。

？とよく聞かれる程かなり知名度は低

していました。ライフセーバーって何

大学時代、ライフセービング部に所属

④絶叫 ホ
( ラー除く 系
) 大好き
・・・正解は全部です。①人前に出るこ

キラキラの思い出をもらっていること、

んです。これで仕事のモチベーション
をあげています。

ワクワクの中の一つに『御朱印集め』
があります。念願だったお伊勢参りを

ロッキングチェア …
そしてハンモック
大好き！昼寝大好き！③④毎日全力で

生の頃からの趣味で、社会人になって

再び行き始めました。チケット申し込

た、新しいボード、ウェットスーツを

させていただいているからだと思いま

あけぼの園でパート職員として働か

まるものは次のうちどれでしょう？
①極度の緊張屋

とが特大の苦手分野で、大勢の人の前

楽しみながら子ども達と向き合ってい

社会人一年目からあけぼの園に勤め

で何かをする時は緊張しすぎて殆ど記

る魅力的な職員さん達と一緒にお仕事

②まったりインドア派

憶がとびます。悲しいことにあけぼの

す。

ました。長続きしない自分が続けられ

園職員は誰も ？
( 信
) じてくれていな
いようですが・・・②布団・コタツ・

子どもたちと遊ぶので、疲れが溜まら

からはお花や奇岩、海、雪等を季節に

み・当選・当日・ライブ後の余韻と、

作ることやトリップに行くことが仕事

ードというものをすることがマイブー

ないよう早めの就寝を心掛けています。

合わせて見に行くことが私のエネルギ

かなり長い時間楽しみが続きます。す

へのモチベーションになっています。

きっかけに始めました。江ノ島や箱根、

しかし夢の中で三本のスペクタクル映

ー源になっています。あと七県探しに

でに今年は二回ライブ予定が入ってい

実は私、「全国のおいしい物・きれ

画を見ることになるため、朝起きた時

行けば、念願の四十七都道府県制覇！

連休があると横浜や東京まで足をのば

が一番疲れています。

ソーレ平塚
〜実は︑私︑
ビール大好きなんです〜
生活支援員リーダー 笹川 裕子

「実は、私、ビール大好きなんです！」
ってご存知の方もいらっしゃるかもしれ
ませんね 笑
( 。)しかしせっかくなので
この機会にどうして好きなのか伝えさせ
て下さい。

”

〜実は︑私︑
音楽が大好きなんです〜
生活支援員リーダー 尾羽 瑛伍

〜実は︑私︑雑誌に
載ったカリスマ主婦です〜
看護師 玉木 慈子

すみません、それは言い過ぎですが、

れた家のローンは目標の五年ちょっとで

終了しました。

現在フルタイムで働くようになり、以

前よりは贅沢な家計管理となりました。

それでも、昔のような名残が私の中にあ

って、節約技が時々登場することもある

のです。

歌などの習い事に通っていました。学生

育ち、子供の頃はピアノやエレクトーン、

日々でした。「これ以上の節約技を知り

は、なかなか潤わない家計に悪戦苦闘の

れは十数年前、新婚で専業主婦だった私

圭介

時代はバンドを組んだり、はたまたラッ

たい」と、某雑誌のアンケート葉書に記

皆様、初めまして。昨年よりソーレ

〜実は︑私○○なんです〜
理学療法士 益森

プをしたり、ソーレに入職してからも音

入し投函したところ、取材を申し込まれ

平塚一階の居住者さんのリハビリを担

某主婦雑誌に載ったことは本当です。あ

楽活動を続けてきました。現在でも音楽

ました。顔出しはＮＧですと一旦お断り

当させて頂いている益森と申します。

幼少の頃から身近に音楽がある環境で

は自分の生活の一部になっていて、俗に

したものの、謝礼三万円の誘惑に勝てず、

実は、私学生時代スポーツ三昧な生

なかなかのものだったようです。そうい

けて知ったのは、私が行ってきた節約は

節約技を知りたかったのに、取材を受

ます。現在は、横浜市内で一般の方々、

今こうして理学療法士の仕事をしてい

ら、理学療法士の専門学校に入学し、

ツに関する仕事がしたいという思いか

まずシュワッとしたのど越しと苦みが

「ぼかしと横顔なら」とお受けしました。

えば、昔は牛肉を食べず、鶏も胸肉だけ

スポーツ選手・愛好家が大勢来る整形

言うＤＪという形で音楽を続けています。

でした。七夕祭りの高価な風船を子にね

外科で勤務しています。昨年よりご縁

スーっと体に染み渡る瞬間です。特にそ

活を送っていました。社会に出てから

だられまいと、商店街で配っている風船

があってソーレ平塚で勤務をさせて頂

ターンテーブルというレコードを再生す

まあ、ばっちり載っちゃってましたけど

十年程飲食業を営みましたが、スポー

をもらってからお祭りに行きました。電

いています。これまで関わることが少

の瞬間が味わえるのは「夜勤明けの昼間

ね。

気をつけっぱなしにする夫に罰金百円徴

なかった方々にリハビリを行なうにあ

る機材を二台用い、曲と曲をスムーズに

収していました。次から次へと涙ぐまし

たって戸惑うばかりです。どうアプロ

から飲むビール」。眠気・疲れと今夜も

い節約技が走馬灯のように蘇ります。子

ーチすれば受け入れてもらえるのだろ

ＭＩＸしたり、自分がかっこいいな、こ

会があれば嬉しく思います。この場を借

どもは、スーパーで、「これ半額だよ！」

うかと、日々固い頭をフル回転させて

ます。ジャンルなんていう小さな枠で音

曲し、イベント等で披露させて頂いてい

の雰囲気に合うなと感じたレコードを選

りて、職場の皆様、自分の活動に理解を

とすぐに知らせる良い子に育ちました。

何事もなく夜勤を終えられたと安心した
後の一杯は格別、ほろ酔いになって眠り
に陥る瞬間は至福の時間です。さらにビ
ール好きの理由は色々な土地のビール

示してくれる家族、そしていつもサポー

そんな努力もあってか、中古で手に入

は自分の世界を広げてくれました。音を
楽しむと書く「音楽」この文章を読んで
下さった皆様とも、一緒に音を楽しむ機

います。
トしてくれる友人、仲間に感謝致します。

地
( ビール を
) 味わえることです。水や
楽を捉えるのではなく、様々な音楽に触
麦、熟成期間によって色も味も違います。
れ、感じ、音楽を通じた出会いや繋がり
今はコンビニでも様々な種類のビールを

購入できますが地ビールのお店で飲む一
杯は最高です。
と
”

しかしビールを飲み過ぎるとその代償
としてついてくるのが

二日酔い
”

ビール腹 ”
です。何事も過度は体に毒と
いうことでしょうか。反省の日々はまだ
まだ続きそうです。

々な発見があり、本当に充実した仕事

頂く中でもまだ自分が知らなかった色

ソーレ平塚の皆様と一緒に働かせて

みの一つです。これからも自分の好きな

日の夜から友だちと海に行くことも楽し

ます。毎年、初日の出を撮るために大晦

ェやその場所の風景を撮って楽しんでい

とニッチを白く塗りました。三つのニッ

ーで壁に穴をあけて木枠をはめ込み、壁

裏の下地の位置を確認し、専用のカッタ

して使うスペースの事です。石膏ボード

々と注意を受けましたが、これからも

最初のころは、仕事に慣れるまで色

す。

後一時間半の計三時間が一日の仕事で

をさせて頂いています。自分の少ない

利用者さんへの思いやりの気持ちで、

比企

和雄

常に安全運転を心掛けて一日の仕事を

勤めたいと思います。

運転手

私がソーレにお世話になってから四

送迎運転手として、五年近く利用者さ

私はソーレ平塚地域支援センターの

います。実は私、車の運転が好きで自

年ほど大型トラックの運転を経験して

運転の仕事は二度目で、三十代に四

年になりました。

んの安全を第一に安全運転を心がけて

い、休みの日は前の晩から夜通し走っ

家用車は免許取得半年後に中古車を買
また、ボランティアとして、ローリ

当時は、高速道路が整備されてなく

て、色々な所へ一人でドライブしてい
用者さんの一生懸命さと和やかな雰囲

一般道路で目的地までかなり時間がか

ングバレーボールと麻雀をさせていた

気で元気をもらっています。そしてソ

かりましたが、運転はあまり苦になり

ました。

ーレ平塚の通院時の運転員としても、

だき、ローリングバレーボールでは利

います。

〜実は︑私達︑地域支援
センターの送迎運転手です〜
運転手 原 敏男

塗ってみたいなぁと思っています。

今年の夏、時間があれば壁に珪藻土を

チが完成しました。

自宅にアクセントウォールを作るべく、

りする「アクセントになる壁」の事です。

ていたり、他と違う壁紙が張られていた

存じですか？壁の一面だけに色が塗られ

「アクセントウォール」という言葉をご

〜実は︑私︑
ＤＩＹ女子なんです〜
支援員 麻生 真理

大事にしていきたいです。

て、聞いて、食べて、撮影して、趣味を

場所にたくさん行って、好きなものを見

知識で皆様のお役に立てるようにこれ
からも頑張りたいと思います、そして
もっと色々なことを学ばせて頂きたい
と思います。これからもよろしくお願
いします。

ソーレ平塚地域支援センター
〜実は︑私︑
カメラ女子なんです〜
支援員 星野 未来

ｉＰｈｏｎｅのカメラアプリや一眼レ

ませんでした。今も運転するのは好き

今から四年前にはじめてのＤＩＹに挑戦

一年近くが経ち、なお一層安全運転を

フでの写真撮影が大好きです。大学生の

しました。「壁紙の上に塗れるペンキ」

でソーレでの送迎は朝晩一時間半なの

時に先輩に貸してもらった一眼レフで撮

を使い、子ども部屋のベージュの壁紙を

話になります。

これからも安全運転でもう少しお世

心掛けていき、ご家族からも信頼され

った写真がとても綺麗で感動して自分も

真っ白に塗りました。そのうち一面だけ

で私なりに楽しんで運転しています。

カメラを持ち始めたことがきっかけです。

水色に塗りました。素人でも簡単に塗れ

ソーレ平塚地域支援センターの送迎

るよう運転員として頑張ります。

最近のお気に入りのレンズは、遠くのも

ました。その後、キッチンに落ち着いた

運転手を始めて、かれこれ四年過ぎが

千加夫

のまではっきりと撮れる望遠レンズや背

水色を塗り、洗面所はピンクと花柄の壁

経ち、アルバイトで働かせていただい

運転以外にも、車の点検、清掃など

原田

景がきれいにぼける単焦点レンズ、景色

紙に変えました。玄関には板壁を貼りま

ています。
次にニッチに挑戦しました。ニッチと

も行っていて、毎日午前一時間半、午

運転手

がダイナミックに撮れる広角レンズです。

した。

は欠かせません。食べることも遊ぶこと

は住宅の壁面にくぼみを作り、飾り棚と

友だちと遊びに行くとき写真を撮る事

も大好きなので出かけた先で食べたパフ

左から
比企さん・原田さん・原さん

すこやか 園
黒部

なつみ

〜実は︑私︑ハンドメイドが
好きなんです〜
保育士リーダー

私は小さい頃から工作や手芸など細か
い作業や作りたい物を考えて作り上げて
いくことが好きでした。社会人になって
からは色々な素材を使ってアクセサリー
を作っています。雑貨屋さんに行くと、
買うよりも「どうやって出来ているのだ
ろう？」と見てしまうことの方が多いで
す。最近は、インターネットでハンドメ
イド作家さんのアクセサリーを見ながら
樹脂やプラバンで花をモチーフにしたア
クセサリーを作ることにはまっています。
自分で考えた物が形になっていくことが
とても楽しいです。
仕事では、アクセサリーを作ることは
ないですが、自分のアイディアを活かし
て子どもが楽しめる課題や教材づくりに
繋げていけたらと思っています。

〜実は︑私︑
サッカーをやっていました〜
児童指導員 楢原 杏里

ていることを知りました。ヨガをやり終

だけでなく、心のリラックスにも関係し

のだと思っていましたが、習う中で身体

ヨガは身体を動かしてスッキリするも

のも、ヨガを始めたきっかけです。

ガでした。また肩こりを改善したかった

か始めたいと思った時に見つけたのがヨ

元々、身体を動かすことが好きで、何

り、思い切って入団することにしました。

に女子のサッカーチームがあることを知

ず諦めていました。高学年になり、近く

ましたが、チームに入るまで勇気が持て

るスポーツ と
”いうイメージが強かった
ため、サッカーをやりたい気持ちはあり

サッカーは男の子がや
が盛んではなく “

私が小学生の頃は、今ほど女子サッカー

ブチームでサッカーをやっていました。

〜実は︑私︑
ヨガを習っているんです〜
保育士 原 ゆきみ

えた後は、いつも気持ちがすっきりした

今まで遊び程度でしかやったことがなか

私は、小学校五年生から約八年間クラ

り、とても落ち着きます。その他にも、

なかなか一つのことに長続きしない私で

ったため、チームについていくことに必

いるんだ！ と
”気付きが増えていくこと
も楽しいです。

す。

身体の仕組みについても教えてもらえる

私が習っているヨガでは、 “
人と比べ
ずに、自分のできる範囲の中でやってみ

体を動かすことが好きで、ジムで走った

死でした。辛いと思うこともありました

よう と
”いうことを常に大切にしている
こともあり、ヨガの時間だけでなく、日

り旅行先でダイビングをすることがあり

ので、ただ身体を動かすだけでなく、

々の生活でも物事をそのように考えよう

ます。お休みの日に体をリフレッシュさ

が、楽しさもあったことと、できなかっ

と前向きな気持ちになれます。その前向

せて、仕事もプライベートも両立できる

ここを良くするために身体を動かして
“

きな気持ちを大切に、仕事に対しても頑

ようにしていきたいと思っています。

現在はサッカーはやっていませんが、

すが、頑張ることができたのだと思いま

たことができるようになることが嬉しく、

張っていきたいと思います。

〜実は︑私︑終活を始めました〜
事務員リーダー 佐藤 珠江

終活を始めたのは、母が大病を患った

ことで、家族の今後を考えたことがきっ

かけとなりました。

具体的な人生のエンディングを考える

ことを通じて、自分は目の前のことをこ

なすだけの日々で、このままでは後悔す

るエンディングを迎えることになること

に気付きました。終活というと、「人生

の終わりを迎えるための活動」という寂

しいイメージを持つ方も多いと思います

が、「残りの人生をいかに有意義に過ご

すか」と考えることで、「今をより豊か

に生きることができる」と前向きな気持

ちになりました。今後の人生を充実した

ものにしようという意欲が生まれてきた

ので、出来ることから始めてみて、一歩

ずつ「自分らしい終活」を進めていこう

と思っています。出来ることの一つとし

て、仕事についてもやりがいを持ち、意

欲的に取り組んでいきたいです。

小川

哲生

〜実は︑私︑多趣味なんです〜
支援員

私は、色々なことにチャレンジするの
が好きな男です。趣味活動では、友人と
のバンドやサーフィン、お神輿を担いだ

大野

由華

〜実は︑私︑夢があります〜

補助員︵相談︶

すこやか園で働き始めて、二年目にな

挑戦してみたいと思うことはいくつかあ

らいです。そんな私でも、夢を抱いたり、

〜実は︑私︑
食べることが好きです〜
看護師 西原 麻衣子

寝る子は育つ、睡眠は健康の基とよく

ります。前職は主に急性期病棟での勤務

りますが、実際は一歩踏み出せず、諦め

〜実は︑私︑睡眠時間は
八時間以上なんです〜
入浴介助員 阿部 博

言われます。私は若いころから、睡眠時

でした。施設看護の経験はまだ浅いので

てしまうことが多いです。自分でも悔し

私は、真面目な人間です。嫌というく

間八時間を志向していました。私の睡眠

すが、利用者さん一人ひとりとじっくり

り、アイドルを応援したり（ＡＫＢの応
時間確保に努力してくれた妻と、移動時

援歴八年、劇場で一緒に完コピダンスを

い思いはありますが、今は子どもも小さ

間の削減で、睡眠時間増加に協力してく

向き合い関わることができるところに魅

して応援しています！）、料理をしたり、

たパン作りに挑戦してみようと思います。

の資格取得と、以前からやってみたかっ

は、スキルアップの為に相談支援専門員

ように挑戦してみようと思います。まず

私も一歩の勇気を持って、友人たちの

ても刺激を受けました。

うとしているキラキラした話を聞き、と

じ環境にいる方が、新しいことを始めよ

もお子さんのいるお母さんです。私と同

ている」という話がありました。二人と

人からは「仕事の勤務日を増やそう思っ

年にしようと思う」という話や、他の友

今年に入り、友人から「今年は学びの

で心を満たしてきました。

く、仕方ないと諦め、夢を膨らますこと
ます。

力を感じ、また学ぶこともたくさんあり

れた車に、感謝。
結婚して平塚市八幡に二年、中原に十

色々な趣味に手を出しています。特に料
理は大きな割合を占める趣味の一つです。

三年住みました。会社まで、朝は渋滞状

私は、食べることが大好きで、周りか

らも「よく食べるねー」と言われること

が多いです。休みの日には評判のお店を

探して、食事に行くことが楽しみの一つ

です。もっと料理のレパートリーを増や

して、自宅でも美味しいものを沢山食べ

たいな！との思いから、色々な料理教室

やホールフードのクラスに通い、認定資

育児と毎日が慌ただしく過ぎていき、手

格を取得しました。現在は、仕事に家事、
十分。午後は平塚学園に車で二十分です。

の込んだ料理を作る余裕はほとんどあり

る家族の笑顔が私のパワーの源です。こ

妻は替りません。車は⑦ティアナ⑧ジュ

生活時間、睡眠時間が十分に取れる環

のパワーをもとに、これからも微力なが

ませんが、手抜きでも喜んで食べてくれ

境に居ます。愛妻と日産車の力を借りて、

ら皆様のお役に立てるよう頑張っていき

ーク⑨ノートｅパワーです。

わりました。午前中はすこやか園、車で

ィーロ⑦ティアナです。定年で職場が変

ていません）。車は⑤ブルーバード⑥セフ

四十分、帰りは二十分でした。妻（替っ

を建て寺田縄に転居。日産工機まで朝は

ーバード④プレーリーです。四十歳で家

は①ブルーバードＳＳＳ②サニー③ブル

帰りは二十分です。妻は貴江子さん、車

況に因りますが、車で三十分～四十分，

休みの日に気になるお店に行き、美味し
い料理を食べ、家に帰りそのメニューを
再現するのがマイブームです。再現だけ
では飽き足らず、最近では自分で手を加
えオリジナルレシピ作成もしたりします。
学生時代は、色々な料理屋でバイトをし
ていて、料理人になりたいと思った時期
もありました。その夢は叶いませんでし
たが、現在趣味で楽しんでリフレッシュ
しています。良い仕事をするためにプラ
イベートの充実、上手なリフレッシュは
重要だと思います！仕事においても、色

手にプライベートと仕事のバランスをと

これからも健康な生活を続けて行きたい

々なチャレンジをすることを忘れず、上

って、良い仕事をしていきたいと思いま

と願っています。

たいと思います。

す。

精陽学園
〜実は︑私︑青春︑
ここに打ち込んだ〜
生活課保育士
佐々木 信昭
ブにハマっています。

そんな思い出の中、今でも私はラブライ

ほどのビッグコンテンツになりました。

いう名前で始まり、地域の活性化をする

ても嬉しかったです。

音楽でも誰かの心の力になれるんだとと

する曲ですね！と声を掛けて頂き、私の

す。リスナーの方から、心がリラックス

エプロンは全てドラえもんで、金曜日

「実はわたし」ドラえもんが好きです。

下さい。

も簡単で、胃袋を掴める料理を教えて

今のお仕事でも得意のピアノを弾いた

ったよ

ドラえもん始ま
には子ども達からも “

〜実は︑私︑作曲が得意です〜

り、歌をうたうと子ども達が笑顔で歌っ

からの誕生日プレゼントもドラえもん

と
”教えてくれる程です。同期

亜美

てくれたり、自然と身体でリズムをとる

を沢山頂きました。大切に使っていま

時間はアニメやゲームをして過ごし部屋

でした。その子は学校に行かず、学校の

その話が出来ればと思ったのがきっかけ

児がラブライブというアニメが好きで、

施設で働いていた時に入所していた担当

す。ハマったきっかけは以前、児童養護

込める想いを知ることが出来、音楽でも

曲を聴けば聞くほど、曲の深み、一曲に

もしました。作曲者の心情を知ってから

ラのスコア譜からエレクトーン用に編曲

十歳でクラシックにはまり、オーケスト

世界まっしぐらな人生を送ってきました。

三歳からエレクトーンを通じて音楽の

た。まだまだ分からない事、出来ない

した。凄くあっという間の四年間でし

精陽学園で働き始め五年目になりま

ようになりました。さらば、にく！

ラフープも、二分程は回し続けられる

池松

姿を見て、これからも子ども達の笑顔の

す。ありがとう！

「実はわたし」フラフープ始めました。

身体に見て分かるような劇的変化はあ

から出ない事が殆どでしたが、一緒にア

自分の心を表現する事が出来るんだ！私

事、助けて頂くことばかりの日々です。

生活課児童指導員

力になりたいと強く思いました。

〜実は︑わたし・・・〜

ニメを見ているうちに自分も「面白いな」

も曲を作ってみたい！と作曲に興味を持

こんなわたしでも五年目も続ける事が

きっかけは家族がマラソン大会に初出

私は、ラブライブにのめり込んでいま

と思う様になり、色々と調べたりアニメ

ち、ポヒュラーバラードというジャンル

出来るのは周りの皆様のお陰と可愛い

場し完走する姿を見てとても感動したこ

りませんが、一周回して落ちていたフ

を何度も見返すうち、より一層自分もハ

で作曲をするようになりました。心で感

子どもたちのお陰だと思います。あり

とでした。

有希

マっていき、イベント等に参加するよう

じた気持ちを言葉で表現する事が苦手だ

がとうございます！

田澤

になりました。担当児と二人でファイナ

った私は、唯一表現できる世界が音楽で

「実はわたし」一人暮らしを始めて六

生活課児童指導員

ルライブに参加し、最後のライブと知っ

した。

ます。昔は、知名度が無かったですが、

卒園し、現在は立派に社会人になってい

わった様に感じました。担当児も無事に

Ｍとして使って頂いていたこともありま

沖縄のラジオ局に音源を持っていき、ＢＧ

と思い、六年間沖縄に移住していた私は、

その音楽を沢山の方に聴いて頂きたい

と決意をする日々です。料理初心者で

そろ料理が出来るようにならなければ

あるため、料理は上達しません。そろ

年目になります。近くにコンビニ様が

ンニングが楽しくなりました。二〇一四

来なかったことが出来るようになり、ラ

る距離を伸ばしていきました。今まで出

ォーキングから練習を始めて、徐々に走

走る事は全くの初心者だったので、ウ

〜実は︑私︑マラソンしてます〜
管理栄養士 杉山 深祈

た時は悲しみもありましたが、一括り終

現在は新しくラブライブサンシャインと

年の湘南国際マラソンに初出場し、フル
マラソンを完走できた時には、「自分も
やれば出来る」と自信がつきました。
マラソンを走る時は「自分には無理だ」
とマイナス思考でいると、脳が体の動き

平成三十年度
辞令交付式・新採用職員研修
今年度もフレッシュな職員が
入職し、四月二日に辞令交付式
並びに新採用職員研修が執り行
われました。辞令交付式後、新

を制限してしまいます。「ここまでよく
走れた！」「最後まで走れるぞ！」とポジ

採用職員に加えて昨年度中途採

い、理事長から祝辞並びに「当

用された職員も含めて研修を行

ティブに考えて走る事が大切なので、日
頃の生活や仕事でも物事を前向きに考え
ることが出来る様になりました。また、
ランニングをすることで心も体もリフレ

法人の職員に期待すること」と
いう表題で話があり、その後、

ッシュし、とても良い気分転換になりま
す。今年も自己記録更新を目指して、仕

常務理事から「法人の理念、組
織、人事考課」、「職員倫理綱領」、

事もマラソンも前向きに頑張りたいと思
います！

「障害者虐待防止」、「就業規則や
給与規程等の諸規程」等につい

平成三十年度
新採用職員
直哉

保育士

児童指導員

◇精陽学園
穂坂
道子

看護師

橘川
麻衣子

◇すこやか園
西原

生活支援員

児童指導員

平成二十九年度
中途採用職員
て説明があり、当法人の職員と
しての第一歩を踏み出しました。 ◇精陽学園
小江 慎二

理

看護師

◇ソーレ平塚
青木

慈子

入職者の経歴は様々ですが、ど

の職員もご利用児・者、ご家族

玉木
鈴木

裕美

直子

支援員

支援員

裕美

◇すこやか園
和山

事務員

杉山

◇ソーレ平塚地域支援センター

のニーズに添えるよう毎日頑張
っています。慣れるまでご迷惑
をおかけすることもあるかと思
いますが、温かく見守ってくだ
さいますようお願いいたします。

人事異動

平成三十年四月一日付
◇ソーレ平塚
生活支援員 庄司 和世
（ソーレ平塚地域支援センターより）
平成三十年七月一日付
◇精陽学園
園長 清水 行夫
（ソーレ平塚より）
◇ソーレ平塚
施設長 市川 進治
（精陽学園より）

表

彰

【法人永年勤続表彰者】
毎年、法人内外で多くの職員
が表彰を受けるようになってき
ましたが、今年も四月三日に法
人永年勤続者表彰式が行われま
した。当法人も少しずつ勤続年
数の長い職員が増えてきました
が、今後も法人として業務の改
善や職場環境を整え、一人でも
多くの職員がやりがいを持ち、
長く働けるよう努めていきたい
と思います。
勤続十五年

小池

美樹恵
めぐみ

（ソーレ平塚地域支援センター）
向井
亜樹子

（ソーレ平塚地域支援センター）
寺澤
芳子

（ソーレ平塚地域支援センター）
竹内
麻衣子 （すこやか園）

（ソーレ平塚地域支援センター）
関根

須藤

福井

杉谷

千秋

勇輝

（ソーレ平塚）

（ソーレ平塚）

麻衣子 （ソーレ平塚）

りつ子 （ソーレ平塚）

勤続七年

岡本

（ソーレ平塚）

【神奈川県社会福祉関係者等
永年勤続者県知事表彰】
靖史

（ソーレ平塚）
勝山

哲

裕質歌
美香子 （ソーレ平塚）
島田

堀
江口
奈緒

（ソーレ平塚地域支援センター）

中島
（ソーレ平塚地域支援センター）
正子

【神奈川県
社会福祉協議会会長顕彰】

佐藤

（ソーレ平塚地域支援センター）

（精陽学園）

峯本

敦史

勤続十年
（精陽学園）

美代子 （法人本部）

【日本知的障害者福祉協会知的
障害者福祉事業功労者表彰】

（ソーレ平塚）

渡部
直美

（精陽学園）

裕質歌

福西
操

伊藤

堀

諏訪

（ソーレ平塚）

（あけぼの園）
瑛伍

美晴

尾羽

【全国身体障害者
施設協議会永年勤続表彰】
裕質歌
（ソーレ平塚）
堀

中川

智矢

淑子

（ソーレ平塚）

（ソーレ平塚）

【関東・甲信越地区身体障害
者施設協議会永年勤続表彰】
勝山 靖史
（ソーレ平塚）
青木

寄

付

次の皆様にご寄付をいただき

ました。ありがとうございまし

た。

様

様

規澄

様

敏郎

哲

様

渡辺

大石

伸二

森

中村

（順不同）

各施設へご寄付をしていただ
※
いた方については、各施設の機

関誌に掲載いたします。

しました。五月にパート職員を雇
用したことにより職員配置加算と
看護師配置加算をとることができ
ましたが、増収には至りませんで
した。地域活動支援センターのタ
イムケア事業は近年、登録者数は
減少傾向にありますが、欠席者が
少なかったこともあり昨年度より
利用者数は増えました。生活支援
センターは、平塚市よりモニタリ
ングの期間延長がなされたこと、
利用者の死去や介護サービスへの
移行により、サービス等利用計画
作成件数は昨年度に比べてやや減
少しました。
精陽学園は、昨年度に比べ平均
在籍人数が目標としていた五十名
に届かない状況（四十九名）でし
た。これは、神奈川県、横浜市、
川崎市との定員協定の枠の調整が
うまくいかなかったこと、家庭か
ら長期利用の希望者がいなかった
こと、入所候補者は幼児が多く、
年齢的、体力的に移行が難しかっ
たこと、入所児童は男児が多く、
新規で男児を受けることは居室の
関係で難しい等の理由により、定
員の空きを埋められず減収となり
ました。
ソーレ平塚においては、体調不

平成二十九年度 社会福祉法人 至泉会 事業報告
（一）概況
あけぼの園は、出席率は当初の
見込みよりやや減りましたが、日
中一時支援の利用者が増えたこと
により増収となりました。しかし
ながら、安定した経営を考えると
児童発達支援の利用者数がここ数
年減ってきているので、今後はい
かに利用者数を増やしていくのか
が課題となっています。
すこやか園の児童発達支援事業
は、グループ編成を見直し登園日
を増やしたことや昨年度に見学対
応の日数を増やしたことで年度当
初から、利用可能枠がいっぱいに
なったことにより、収入は昨年度
より増収しました。すこやか園地
域活動支援センターも新規利用者
が二名増加し、昨年度に比べて延
べ利用者数が百三十二名増加しま
した。また、生活支援センターは、
サービス等利用計画作成件数が増
加し、増収となりました。
ソーレ平塚地域支援センターの
ケアセンターは、昨年度に比べ延
べ利用人数は解約者が多かったこ
ともあり減少しました。療育園の
児童発達支援は、利用者が一名増
え、延べ利用日数が増加したもの
の生活介護の延べ利用人数は減少

報共有サービス（クラウドサービ
良による入院は昨年度に比べて延
ス）の利用を開始し、どちらの事
べ件数、延べ人数とも三割に減少
業所にいても情報を得られるよう
し、平均入所者数は昨年度を上回
にしました。
りましたが、職員の退職により九
また、ソーレ平塚生活支援センタ
月から夜間の職員配置体制におい
ーとすこやか園生活支援センター
て準夜勤務職員を配置することが
の相談支援専門員が定期的に集ま
できず夜間職員配置加算をとるこ
り情報共有を図り、相談支援事業
とができなくなり、大きく減算す
を充実させるようにしました。
ることになりました。
（四）防犯・防災対策について
（二）職員採用について
当法人では、年度当初の事業計
職員採用においては、年度途中
画に示してある法人の基本理念を
での欠員（保育士、生活支援員、
念頭に利用児者の安心と安全を守
看護師）補充ができない状態が一
り、療育や支援等の各種サービス
部の施設で続き、療育・支援、収
入等に支障が出ている状況があり、 を提供するために各施設の実情に
合わせて防犯設備を導入し、防犯
インターネットでの求人、派遣、
備品を購入しました。また、未然
人材紹介等を活用して募集してい
に犯罪や災害から利用児者を守れ
ますが良い人材が見つからず苦慮
るよう防犯講習会や防災研修会を
しているところです。
開催、もしくは職員を派遣しまし
（三）相談支援について
た。
計画相談支援については、年々
相談件数が増え、かつ相談内容も （五）設備改修・改善について
各施設とも経年劣化に伴う建物
多様化してきており、質の高いサ
や設備の補修工事や交換が増えて
ービスを提供し、相談支援専門員
おり、平成二十九年度は、あけぼ
の質を向上させ地域ネットワーク
の園と精陽学園の建て替えについ
を形成する等、他事業所等との連
携がより必要になってきています。 て設計事務所と話し合いを持ちま
したが、精陽学園の建て替えにあ
そこで、年度当初にすこやか園の
常勤相談支援専門員を一名増員し、 たり、都市計画法や市の条例によ
る制約、施工方法、工期、建設費
九月からすこやか園の相談支援専
の問題等が出てきたため、今後も
門員をあけぼの園と兼務とし、併
継続して検討していく予定です。
せてすこやか園とあけぼの園にお
いてインターネットを利用した情

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)
勘定科目

差異(A)-(B)

勘定科目

197,582,024

201,866,991

△ 4,284,967

障害福祉サービス等事業収入

724,047,189

722,463,576

1,583,613

328,900

0

974,400

1,041,037

△ 66,637

38,393

33,856

4,537

7,510,720

△ 299,414

933,245,080

△ 3,062,868

703,106,972

703,800,607

△ 693,635

99,597,906

98,788,197

809,709

111,861,244

110,054,442

1,806,802

447,700

447,700

0

5,642,510

△ 46,230

918,733,456

1,876,646

9,572,110

14,511,624

△ 4,939,514

施設整備等補助金収入

12,687,054

12,725,000

△ 37,946

施設整備等寄附金収入
収
入 固定資産売却収入

500,000

500,000

0

1,193,976

障害福祉サービス等事業収益
収
益 経常経費寄附金収益
その他の収益

722,463,576

716,656,651

5,806,925

1,041,037

975,871

65,166

65,570

42,500

23,070

サービス活動収益計(1)

925,437,174

918,348,037

7,089,137

人件費

709,690,329

692,370,370

17,319,959

事業費

98,788,197

94,391,712

4,396,485

110,054,442

123,885,793

△ 13,831,351
△ 3,696,940

事務費
費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

43,512,936

47,209,876

△ 28,654,449

△ 31,911,555

3,257,106

国庫補助金等特別積立金積立額

12,725,000

13,145,000

△ 420,000
7,025,259

借入金利息補助金収益

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

200,673,015

サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ

前年度決算(B)

201,866,991

受取利息配当金収益
収
益 その他のサービス活動外収益

946,116,455

939,091,196

△ 20,679,281

△ 20,743,159

63,878

328,900

657,800

△ 328,900

33,856

73,064

△ 39,208

7,445,150

6,217,216

1,227,934

7,807,906

6,948,080

859,826

447,700

776,600

△ 328,900

その他のサービス活動外費用

5,642,510

5,447,421

195,089

サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

6,090,210

6,224,021

△ 133,811

1,717,696

724,059

993,637

△ 18,961,585

△ 20,019,100

1,057,515
△ 420,000

1,000

1,000

0

13,188,054

13,226,000

△ 37,946

設備資金借入金元金償還支出

14,800,000

14,800,000

0

固定資産取得支出

12,194,008

12,129,208

64,800

26,994,008

26,929,208

64,800

△ 13,805,954

△ 13,703,208

△ 102,746

16,096,090

16,142,730

△ 46,640

施設整備等補助金収益

12,725,000

13,145,000

27,800

△ 27,800

収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益

500,000

500,000

0

1,000

30,000

△ 29,000

13,226,000

13,675,000

△ 449,000

500,000

500,000

0

15

7

8

施設整備等収入計(4)

支
出

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

5,596,280

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

サ

当年度決算(A)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
その他の活動による収入

収
入

その他の活動収入計(7)
積立資産支出
その他の活動による支出

支
出

16,096,090

16,170,530

△ 74,440

16,103,200

16,101,200

2,000

686,400

686,400

0

サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

特別収益計(8)
基本金組入額
費 固定資産売却損･処分損
用
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)

その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

16,789,600

16,787,600

2,000

△ 693,510

△ 617,070

△ 76,440

予備費支出(10)
―

△ 4,927,354

191,346

△ 5,118,700

前期末支払資金残高(12)

202,036,961

202,036,961

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

197,109,607

202,228,307

△ 5,118,700

500,007

8

13,174,993

△ 449,008

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

△ 6,235,600

△ 6,844,107

608,507

前期繰越活動増減差額(12)

266,466,383

280,210,490

△ 13,744,107

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

260,230,783

273,366,383

△ 13,135,600

その他の積立金取崩額(15)

12,800,000

13,400,000

△ 600,000

その他の積立金積立額(16)

7,000,000

20,300,000

△ 13,300,000

266,030,783

266,466,383

△ 435,600

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(14)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末
流動負債

124,920,893

276,279,631

263,318,401

12,961,230

現金預金

144,718,173

138,453,440

6,264,733

事業未払金

事業未収金

120,013,210

114,456,537

5,556,673

１年以内返済予定設備資金借入金

189,356

309,202

△ 119,846

１年以内支払予定長期未払金

未収補助金

未収金

5,727,580

6,495,200

△ 767,620

未払費用

立替金

4,296,456

3,051,944

1,244,512

前払金

802,538

394,518

408,020

職員預り金

前払費用

528,318

133,800

394,518

前受金

0

23,760

△ 23,760

4,000

0

4,000

1,183,353,475

1,215,035,318

△ 31,681,843

646,183,004

675,886,745

△ 29,703,741

仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地

52,510,368

52,510,368

0

建物

593,672,636

623,376,377

△ 29,703,741

537,170,471

539,148,573

△ 1,978,102

3,000,000

3,000,000

0

その他の固定資産
土地

預り金

賞与引当金
固定負債

前年度末

増減

126,319,757

△ 1,398,864

20,824,292

19,259,021

1,565,271

500,000

14,800,000

△ 14,300,000

686,400

686,400

0

43,293,563

41,974,621

1,318,942

3,513

29,798

△ 26,285

9,914,956

0

9,914,956

15,000

18,000

△ 3,000

49,683,169

49,551,917

131,252

77,659,100

73,315,800

4,343,300

設備資金借入金

1,500,000

2,000,000

△ 500,000

退職給付引当金

75,701,500

70,171,800

5,529,700

457,600

1,144,000

△ 686,400

202,579,993
純資産の部

199,635,557

2,944,436
500,000

長期未払金
負債の部合計

建物

1,425,360

1,815,590

△ 390,230

56,326,550

55,826,550

構築物

3,377,289

3,679,452

△ 302,163

第１号基本金

21,593,550

21,593,550

0

1

1

0

第２号基本金

34,733,000

34,233,000

500,000

国庫補助金等特別積立金

524,684,780

540,614,229

△ 15,929,449

その他の積立金

410,011,000

415,811,000

△ 5,800,000

8,000,000

13,000,000

△ 5,000,000

施設・設備整備積立金(措置)

88,711,000

88,711,000

0

人件費積立金

36,400,000

44,200,000

△ 7,800,000

機械及び装置
車輌運搬具

13,997,353

15,280,971

△ 1,283,618

器具及び備品

23,861,291

22,893,106

968,185

権利

1,951,098

1,957,764

△ 6,666

ソフトウェア

3,584,279

4,273,749

△ 689,470

75,701,500

70,171,800

5,529,700

退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)

基本金

人件費積立金(措置)

8,000,000

13,000,000

△ 5,000,000

施設・設備整備積立金Ａ

202,600,000

195,600,000

7,000,000

施設・設備整備積立資産（措置）

88,711,000

88,711,000

0

施設・設備整備積立金Ｂ

38,300,000

38,300,000

0

人件費積立資産

36,400,000

44,200,000

△ 7,800,000

移行時特別積立金

36,000,000

36,000,000

0

施設・設備整備積立資産Ａ

202,600,000

195,600,000

7,000,000

266,030,783

266,466,383

△ 435,600

施設・設備整備積立資産Ｂ

38,300,000

38,300,000

0

△ 6,235,600

△ 6,844,107

608,507

移行時特別積立資産

36,000,000

36,000,000

0

233,500

209,540

23,960

27,800

55,600

△ 27,800

純資産の部合計

1,257,053,113

1,278,718,162

△ 21,665,049

1,459,633,106

1,478,353,719

△ 18,720,613

負債及び純資産の部合計

1,459,633,106

1,478,353,719

△ 18,720,613

リサイクル預託金
長期前払費用
資産の部合計

次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)

詳細は当法人のホームページをご覧ください。
※

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

500,015
12,725,985

社会福祉法人 至泉会 決算報告

7,211,306
930,182,212

児童福祉事業収益

ー

328,900

920,610,102

その他の支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
事 入
受取利息配当金収入
業
活
その他の収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
支 事務費支出
支
出 支払利息支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

(単位:円)

平成二十九年度

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

