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益々のご発展を祈念いたします

公 分母

日本基督教団吉原教会牧師
社会福祉法人芙蓉会理事

社会福祉法人芙蓉会の社会福祉事業は 隣人愛 の
教えをその理念としています。わたしたちがもっとも安心
する言葉のひとつに、 そこにいるだけで良い という言
葉があります。ところが、現代の社会生活は そこにいる
だけで良い とは誰も言いません。それは社会の評価基
準からするならば、怠け者、無力な者、人生の敗残者で
しかないからです。けれども、社会がそのように烙印を
押す言葉が、わたしたちにとっては、もっとも安心感を与
える言葉のひとつです。とても皮肉なことです。
キリスト教の教典である聖書に、 神はお造りになっ
たすべてのものを御覧になった。見よ、それは極めて良
かった。 （創世記1:31）とあります。ここで教えられる
ことは、地上に存在する命あるすべてのものは、 神がお
造りになった ということです。それ故に、神はすべての
被造物をご覧になって、 それは極めて良かった といい
ます。いわば、存在そのものが肯定されています。
そのようにわたしたちは、聖書で神がその存在そのも
のを受け入れておいでになることを知ります。何事かをし
て役立つことで評価を得る生活とはまったく異なる評価
基準がここにあります。
わたしたちを取り巻く生活は、学 校でも、職 場でも、
家庭でも、何事かをするように促す言葉で満ちています。

もっと頑張れ 、 もっと勉強しなさい 、 もっと努力
しなさい と。わたしたちはこれらの言葉を、毎日、飽きる
ほど聞かされています。それは世の中や自分に役に立つ
ために、そうしなさいと言います。もし いるだけで良い
と言うならば、 とんでもない。それは怠け者のすること
だ。そんなことで世の中は渡っていけない。 と、たちど
ころに反論されます。
ところが、 いるだけで良い という言葉が人に安心感
を与える場合があります。それなりの大切な意味合いが
あるといいます。それでわたしたちがこの言葉を口にする
場合には、聖書の言葉を思い起こす必要があります。即
ち、 神はお造りになったすべてのものを御覧になった。
見よ、それは極めて良かった。 と。
要は社会福祉事業で乳幼児も、児童や青年も、高齢
者も、すべての人間存在はとても尊いものです。ですから、
わたしたちが 隣人愛 の教えを考える時に、まず、生か
されている人間の存在を受容していきたいものです。そ
のことを 見よ、それは極めて良かった と、聖書はその
冒頭にある創世記第１章で教えます。
社会福祉法人芙蓉会で福祉事業に専念されている皆
さん方には、その献身的なお働きに感謝申し上げます。
益々のご発展を祈念いたします。

＊デイサービスセンターみぎわ園＊

＜あじさい行事＞

〝ドライブ＆練り切り作り〟

〝梅ジュース作り〟

梅雨の合間にあじさいを
見にドライブに行きました。
涼しげな
あじさいの
練り切りも
作りました。

夏バテしないように と
地元産の青梅で梅ジュー
スを作りました。
漬けた梅肉もおいしく
いただきました！

美味し
く出来
て
いるか
な？

〝七夕＆すいか割り＆夏祭り〟

そーれ!!
すいか 割れたかな
？

出 来た
キレ イに
でしょ？

〝甘味男子!?〟

を
七夕に願い
込めて…
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浴衣似合ってる
でしょ？

この日を楽しみ
にしてました♪
思う存分満喫した
ご様子です。

甘いもの
大好き

＜夏を満喫!＞

芳賀 正治

!!

＊ふようデイサービスセンター＊
★敬老会

9月に敬老会を行いました。
お昼は豪華なお祝い弁当で皆様
笑顔♪あちらこちらで 美味しい！
の声が聞かれ、ほとんど残さず召し
上がりました！

★お誕生日

毎月お誕生日の方には、ささ
やかながらお写真やカードなど
のプレゼントをお渡ししていま
す。カメラを向けると恥ずかし
そうな、嬉しいような…(笑)
職員はお祝いさせて頂ける
ことがとても嬉しいです！
これからも元気に楽しく過ご
していきましょうね♪

★フラダンス

4ヶ月ぶりにフラダンスのボランティアさんが来
てくださいました。
レイをつけて、気分はハワイ♪
音楽と踊りのパワーを受けて、楽しそうな表情
が沢山見られました！

＊みぎわの里＊
８月、 みぎわの里・納涼祭 を開催しました。
初めての企画で御利用者・スタッフ協力して準備をしました。
当日は、おやじバンドの演奏、屋台やゲームもあり大盛況でした。

9月、
にて敬老の日をお祝いしました。
『敬老会』にて敬老の日をお祝い
松の実保育園児の発表や、スタッフによるマジッ
クショーなど、楽しい時間を過ごして頂きました。
いつまでもお元気で。

＊ショートステイみぎわ園＊
9月14日土曜日みぎわ園
ショートステイでも敬老会を
開催いたしました。
お菓子すくいや掴み取りなど皆様大盛り上がりでした！
また、ショートステイを可愛がって下さっている皆様
に日頃の感謝を込めて職員一同から感謝状と手作り
の花束を贈らせて頂きました。
いつまでもお元気で素敵な笑顔を見せてください。
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＊ひまわり園＊

ひまわり園 の

夏休み

夏休み恒例の黒川へ遊びに行きました︒

冷たい水の中︑子どもたちはたくさん泳

ぎ︑稚魚も連れ帰りました︒大切にみんな

で育てています︒

大 地

かえで

川奈の海に行ってきました。海に入ってたくさん
魚を見たり岩場でカニや小魚をとったりして、一日
海を満喫しました。

けやき

りんどう
須津川へ遊びに行って来ました。川の水は冷た
かったですが子どもたちは気にせず楽しみました。

さくら

冷たい水が流れている陣馬の滝に出掛け
ました。子どもたちは元気いっぱい水の中で
はしゃいでいました。
アイスを食べたり、お祭りに行ったり、花火
をしたり、プールに出掛けたり…思い切り
夏休みを楽しみました。

見事なジャンプ！
大きい子が、下の 子と思いっきり遊んでくれ、
楽しい時間を過ごすことができました。
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＊みどり園＊
〈お楽しみ会〉
虫歯予防デーにちなんだ製作・遊びをしました。虫歯
菌の顔にクレヨンでお絵描きをして風船に貼り付け。
新聞紙で出来たボールを使って的当て
ゲームをしました！
お昼ご飯はアンパンマンのいなり寿司
やフルーツポンチでした。
これからも毎日しっかり歯磨きをして
美味しい物を沢山食べようね！

〈お楽しみ会〉
七夕をしました！
シールを貼って彦星と
織姫を作りました。
みんな上手にできたね!
短冊には、お願い事を
書きました。
お願い事、叶うといいね!!

〈園外保育〉
富士市文化会館ロゼシアターで開催されたトレイン
フェスタに行きました。
車掌さんの帽子を被ってミニトレインの乗車体験!
達は
会場内には様々な鉄道模型があり、子ども達は
る
興味津々で見ていました。鉄道玩具で遊べる
コーナーでは、夢中になって線路に電車や
新幹線を走らせていました。

＊ひ ろ み＊
先日、中学校の子ども達の
も達の
の
運動会がありました。家では
見せない 真 剣な 表 情がたく
さん見られました。運動会は
子どもの成 長を感じること
が出来る大事なイベントです。
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夏

8月17日土曜日に、ひまわり園
グラウンドにて、芙蓉会夏祭りが
開 催されました。前日まで 台風
が 接 近していた 影 響で、天 候 が
心配されていましたが、当日は天
気にも恵まれ、皆さんが大いに楽
しむことが出来た１日でした。素
敵な夏の思い出ができたと思い
ます。

ະంಖᗪᴑ༸Ἤ
毎年、芙蓉会夏祭りに参加させて頂きありがとうございます。
子どもたち、利用者さんの笑 顔、拍手が楽しみで、毎年参加で
きることを嬉しく思っています。
私達、保存会は、福祉施設、
地 域のイベント等に参加させ
て頂いております。
これ からも、私 たちの 太 鼓
を見に来てくれた 人 たちに感
動を与えられるように頑張って
いきたいと思っています。

୴୭
みどり園、ひまわり園の子ども
も
達もダンスを披露しました。本番
番
までたくさん練習してきたので、
とても上手に踊ってくれていまし
た。また、アニメ ポケットモンス
ター にでてくるキャラクターの
お面をつけて踊る姿はとても可
愛らしかったです。

ାଋଉૺ
ふようデイの方々に今年
も よ さこい を 披 露して い
ただき、お祭りを大いに盛
り上げていただきました。
ありがとうございました。

今年も地域の皆様をはじめ多くの方々から、
様々な形でご支援をいただきました。

芙蓉会夏祭りにご協力頂いた皆様に
役職一同感謝申し上げます。

6

敬老祝賀会
敬
老祝賀会
敬老
老祝
祝賀
賀
９月１４日（土）地 域交流室を会場に令和元 年度敬老祝賀会が
開催されました。
今年のテーマである 感謝 の下、白寿の方２名、米寿の方５名、
そして喜寿の方が１名としてお祝いをさせて頂きました。それぞれ
のご家族、又職員からの温かなお祝いのメッセージを頂き、これか
らの健康を願い各ユニット職員よりプレゼントの贈呈がありました。
祝福と感動の涙、そして清々しく素敵な笑顔が溢れていました。
余興には、幼児から中学生までの子どもたちによるチアダンスの
リズミカルなパフォーマンスに元 気をもらいました。ありがとう
ございました。
敬老会のメインであるお食
事会は、総勢150名近い方々
と楽しく和気藹々と過ごされ、
久しぶりに会う家族 の方々も
あり会話を弾ませながらのひ
とときでありました。
入 居者の 皆 様、これからも
お元気で過ごされますように。
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当法人では、今泉３地区にお住まいの高齢者の方への
支援として、施設公用車を使用した買い物支援の送迎
サービスを地域貢献事業として行っています。
お店での滞在時間は1時間ほどですが、みなさん心行くまでお買い物を楽
しんでいます。利用者さんからは、 移動もドライブみたいで楽しいです。 ･
最近歩くのが辛くなってきたので、とてもありがたいです。 ･ 運転免許を返納したので、移動に困っていまし
た。とても、助かっています。 など、
お喜びの声をいただいております。
9月からは、各地区共に月2回と
回数を増やして運行させていただく
ことになりました。
今 後も皆 様により良いサービス
が提供できるように努めていきたい
と思います。
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たくさんのご寄付をいただきありがとうございました。お礼を
申し上げるとともに、ここに紹介させていただきます。（敬称略）
㈱アオノ、曹洞宗福聚禅院（青野之映）、秋山文男、㈲アダモ、荒川製麺工場、㈱アマノ、池田ミツヨ、池田行男
石川タクシー富士㈱、曹洞宗慶昌院（磯田浩一）、伊藤芳亮、井上建設㈱、市栄産業㈱、石川米店、石川商店
植村敏明、
ａｕ富士吉原店、沖本富夫・洋子、落合理、小穴菅登、㈲大富士、勝又洋子、梶本直正、勝又長見、金子圭介
甘 清 堂 、菊 池 光 男 、協 栄 空 調 ㈱ 、㈱ ケ ー エヌ、小 西 徳 三 、小 長 谷 亘 弘 、小 林 悠 真 、㈱ コ ー ゲツ 、佐 野 牛 乳
サンコー防災㈱、佐野もり江、一般社団法人
鈴木燃料店、清靖雄、㈱成慎工業

取締役

親切会中部支部、白井ひろみ、シャトレーゼ富士店、鈴木武子

渡邊美紅、セコム㈱、竹内順一、田山さつき、田口ビニル㈱、髙田自動車

田中薬品㈱、ダイエー工業㈱、㈱大松園、ダスキン大富士、㈱ダスキン富士宮

伝法支店、中央静岡ヤクルト販売㈱

有限会社ツダエンジニアリング、土屋医院、戸巻芙美夫、㈱TOKAI 富士支店、永井則之、仲神たか江、㈱二幸、肉の栗清
㈱Ｎｅｔ、はなまる薬局、原睦雄、バークレイズ銀行
富士市役所医療保険課

福田京子、平林さち子、美影館、ピジョンホームプロダクツ㈱

食育推進室、㈱フードデリ、深沢消防産業㈱、富士信用金庫今泉北支店、㈱富士ホンダ

富士消防用品商会、富士ミルクセンター、藤田幸江、保科会計事務所

保科悦久、本多良和（静岡労務経営研究所）

㈱松野精肉店、松本玲子、㈱まるか久保屋、美濃部みどり、緑ヶ丘町内会、妙立寺、水野猛宏、ミウラ薬局、村松正子
㈱明治CSR推進部長 松岡伸次、望月保夫・瑠美子、ヤマグチ電機㈱、山田静枝、㈱ゆとり、渡辺喜美江、渡辺建設工業㈱
（R1.6.11〜9.2）

寄付のお願い

後援会からのお知らせ

いつも社会福祉法人芙蓉会にご理解・ご
協力いただきまして誠にありがとうござい
ます。
芙蓉会は、1903年に「隣人愛」を精神と
して創設者渡辺代吉氏により、芙蓉会の前
身であります「富士育児院」が創設されま
した。その後、地域社会のニーズと共にあゆ
みながら乳児院、児童養護施設、老人施設
等をもって応えて参りました。
芙蓉会は、皆様方のご支援に支えられな
がら今日を迎えております。一人ひとりの想
いのこもったご寄付は、社会福祉事業を推
進していく上での大きな支えとなっており
ます。年間を通して寄付金をお受けしてお
りますので、何卒ご協力の程よろしくお願
い致します。
今後とも変わらぬご支援ご指導を賜りま
すようお願い申し上げる次第でございます。
振込先
銀 行 名

静岡銀行 吉原北支店

預金種目

普通預金

口座番号

０817169

口座名義

社会福祉法人芙蓉会

年間会費
個人会費

｝1口 1,000円

会
社
団体会員

｝1口 3,000円

振込先（郵便局振替口座）

何口でも
結構です

◦口座番号

00880‑0‑2423

◦口座名称

芙蓉会後援会

他の金融機関からの
お振込を受ける際に
ご指定いただく口座
情報は、右記のとお
りとなります。

目 安 箱

銀 行 名 ゆうちょ銀行
店
名 〇八九店
預金種目 当座
口座番号 ０００２４２３
口座名義 フヨウカイコウエンカイ

（ R 1 . 7 月 〜 9 月）
※今回、他の施設はありませでした。

●ひまわり園
理事長

内藤好彦

シャカイフクシホウジンフヨウカイ
リジチョウ

多くの方々から後援会費を送金いただき、心より感謝
を申し上げます。また新規のご入会も随時受けつけてお
ります。子どもたちのため、おとしよりのために、あたたか
いご支援いただけますよう、ご入会をお願いいたします。
会費の振込先は下記の口座にて承ります。

ナイトウヨシヒコ

内容：小学1年生が通学途中のお宅で、大事なお花をむしり
取ってしまいました。
回答：事実確認を行い、当該児童とお詫びに行きました。
（対策）

記

後

集

編

暑い中にも少しずつ秋の気配が感じられるようになってきました。10月から消費税が10％になりました。増税分の使い道
ですが、これまでは医療や介護など高齢者中心でしたが、子育て世代にも拡大し全世代型の社会保障制度へ転換するとし
ています。子どもたちの未来が明るく、より暮らしやすい世の中になることを願います。

