
　冬の寒さも厳しくなりました。皆様の好きな季節はいつでしょうか？寒いのは嫌ですが、冬には鍋物などの食の楽しみや、
スキーなどの冬にしかできないスポーツを楽しむこともできますね。皆様、体調管理に気をつけ、それぞれの冬の過ごし方を
楽しんで下さい。
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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）

（R1.9.2～11.22）

年間会費
個人会費 1口 1,000円｝ 会　　社

団体会員 1口 3,000円｝

　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。

振込先（郵便局振替口座）

◦口座番号　00880-0-2423
◦口座名称　芙蓉会後援会

何口でも
結構です

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

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。

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　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　ナイトウヨシヒコ

寄付のお願い
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公分母

　食べることは元気の源！リ
ハビリを兼ねて毎月様々な
調理レクを行っています。

　温かい日が続いていたためか、紅葉は半分
程でしたが、外に出て自然に触れリフレッシュ
になったようでした。

　富士市福祉展を見に行った帰りに、
居酒屋ランチへ。海の幸を堪能しました！

　クリスマス　そして、新年おめでとうございます。
　令和という元号になり初めてのクリスマス、そして新しい年を迎
える事ができました。
　心から「おめでとう」とお祝いの言葉を述べさせていただきます。
　喜ばしい季節を迎えますが、巷では、連日のように児童虐待や
心中等の悲惨な報道が続いており、人が一番安心できなければ
ならない「家庭」での子どもやお年寄りを取り巻く環境が大きく
変わってきています。また、インターネットの普及から、簡単に様々
な情報が入手できる便利な時代になりましたが、反面、個人の情
報が簡単に流出し、顔や名前を出さないで他人の中傷や批判をす
る人が増えるなど、ここでも事件に巻き込まれる子どもやお年寄
りが増えています。不安が尽きない時代になってきました。
　このような世の中にこそ、先達が継承してきた、創立理念のキリ
スト教による「隣人愛」の精神をしっかりと理解して、より多くの
人達に広めて行く必要があると思います。
　なぜなら「隣人」とは全ての人のことを指し、敵対する相手も同
様に含まれます。隣人愛とは、「神の愛」や、見返りを求めない
「無償の愛」といわれており、誰にでも同じように降り注ぐ「太陽
の光」に例えられたりします。イエスキリストはご自身が処刑され
る時に、刑を執行する兵士に「神様この人達をお赦しください」と
祈られたと伝えられており、それが究極の隣人愛といわれています。
　特に人を批判したり、中傷したりすることが蔓延している状況

の中ではイエスキリストがお示しになった、「赦す」気持ちを誰も
が持てるように、一人でも多くの人に広げていくことが大切だと思
います。
　私達は創立理念の「隣人愛」を踏襲し、地域の方々のご支援や
ご協力を得て、児童福祉事業や介護保険事業を基本とする社会
福祉事業や、富士市のショートステイ事業の受託や、赤ちゃん110
番等の地域貢献事業を展開してきました。昨年より、地域の有志
の方と実行委員会を立ち上げて「買い物送迎プロジェクト」という
高齢者対象の買い物支援事業を開始しました。現在では今泉の3
地区で月2回の送迎事業を定期的に実施しており、本年は実施地
区の拡大を検討しています。
　また、当法人内では企業支援型小規模保育所を3月までに設置
し、法人内で働く職員の就業環境の安定が図れるように計画を
進めております。
　「働き方改革」や児童福祉法改正に伴う「新しい社会的養育ビ
ジョン」等、国から示された方針に準じていくためには様々な課題
が生じていますが、この隣人愛の精神を基に、少しでも多くの子ど
もやお年寄りにより良い生活環境を提供するために邁進していく
所存ですので、皆様のより一層のご支援やご協力を賜れますよう
お願い申し上げます。
　これから始まる新しい一年が、皆様にとって平和で豊かな良き
年となるよう心よりお祈り申し上げます。

　『芸術の秋』『食欲の秋』の到来。１０月、富士市福祉展では、
協力して作りあげたバラの作品や、貼り絵や紙バンドなどの個
人の作品を出品し、見学に行きました。寿司バイキングでは、施
設長が板長になり実演。１１月には、スイートポテト作りや干し柿

作り、屋外でのバーベキュー
など満喫しました。

社会福祉法人　芙蓉会　理事長　内藤  好彦

「心をつくし、精神をつくし、思いをつくし、力をつくして主なるあなたの神を愛しなさい。
そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい」　（ルカによる福音書第10章27節）

隣 人 愛

★焼き芋
　さつまいもが美味しくなるこの時期！暖か
い日差しの中、焼きいもを行いました！
　中には火おこしから参加された方も♪
　焼きたてホクホクで絶品！「こんなに食べら
れるかな？」と仰る利用者様も、皆様と一緒に
あっという間に間食されて大満足でした！

★忘年会 ～鍋パーティー＆二人羽織～
　12月は忘年会を開催しました！お昼は3種類の鍋に舌鼓。
　午後は職員による二人羽織を行い、爆笑の渦でした（笑）
　新年も明るく楽しく元気よく過ごせそうです♪

　３階ユニットです。私たちユニットでは富士
川楽座やスーパーでの買い物に出かけたり、
回転寿司や蕎麦を食べに行ったりと定期的に
外出しています。外出し気分転換を図ること
で皆さん自然と会話も弾み楽しまれています。
皆さんの素敵な笑顔を見ることができて私た
ちも嬉しいです。またいろいろな計画をして
いきますので一緒にお出かけしましょう。

＊デイサービスセンターみぎわ園＊＊デイサービスセンターみぎわ園＊

＊みぎわの里＊＊みぎわの里＊

＊みぎわ園＊＊みぎわ園＊

＊ふようデイサービスセンター＊＊ふようデイサービスセンター＊

〝調理レク〟

〝外食〟

＊＊＊＊園＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊園園園園園園＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊園＊ 〝浅間神社菊まつり〟

〝広見公園紅葉狩り〟

〝日常のひとコマ〟

　昨年見学に行けな
かった念願の菊まつ
りへ行って来ました。
様々に美しく仕立て
られた菊が本当に見
事でした。

　

富
士
山
初
冠
雪
を

記
念
し
て…

　お散歩させて、エサ

をあげています♪（カメ

を食べようとしている

のではありません！）

　「へぇ～、こんなのもあ
るんだね～」と意外にも皆
さんコスプレに興味津 ！々？
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　プール納めをしました！食紅を
使って色水遊びをしたり、石鹸で
泡水を作ったりして遊びました。
　みんな全身びしょ濡れになって
楽しんでいました！
　会食はオムライスでした。オホ
シサマ！！と言いながら、沢山食べ
ていました。

〈お楽しみ会〉

　園庭で育てたさつまいもを収穫しました。手やスコップで
土を掘ると沢山のさつまいもが出てきました！洗って土を
落とし、新聞紙とアルミホイルに包んで
焼いてもらいました。お昼はバーベキューで
焼きそばや焼き野菜を食べました。皆で
収穫したさつまいもは甘くてとても美味し
かったです。何度も「おかわりちょうだい！」
と子どもの声が響いていました。

〈お楽しみ会〉

〈お楽しみ会〉
　運動会をしました。子ども達が
大好きな『エビカニクス』という曲
に合わせて準備体操をして運動会
スタート！平均台やマットを使った
障害物競走をしたり、ボールプール
の中からラムネ入りのボールを探し
たりしました。お昼は部屋にレジャーシートを
敷いてお弁当を食べました。

＊みどり園＊

＊ み＊

＊みどり園＊

＊ み＊＊＊＊＊＊ み＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊み＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊み＊

　ひろみでは保育士が献立を立てて、
買い物から調理まで行なっています。
　先日、ひろみの保育士が調理師の試験を受け、合格
しました。ひろみには女性の保育士が二人おりますが、
二人とも調理師の資格を持っていることになりました。
　「食は生活の中心」という先輩方から受け継いできた、ひろみの「思い」や「文化」を
子ども達と大切に守っていきたいです。

　今年も納得住宅工房株式会社様が東京ディズニーシーへ招待してくださいました。

出発当日にはお見送り、帰りにはお出迎えをしてくださいました。また、お土産を

頂きました。子どもたちも職員も出発から帰りまで楽しく過ごすことができました。

納得住宅工房の皆様
ありがとうございました！
納得住宅工房の皆様
ありがとうございました！

＊ひまわり園＊＊ひまわり園＊

早く乗りたいな～
とても綺麗な
景色でした!
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　「食は生活の中心」という先輩方から受け継いできた、ひろみの「思い」や「文化」を
子ども達と大切に守っていきたいです。

　今年も納得住宅工房株式会社様が東京ディズニーシーへ招待してくださいました。

出発当日にはお見送り、帰りにはお出迎えをしてくださいました。また、お土産を

頂きました。子どもたちも職員も出発から帰りまで楽しく過ごすことができました。
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早く乗りたいな～
とても綺麗な
景色でした!
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　バスに乗って横浜のアンパンマンミュージアムへ行ってきました。
初めて大きなバスに乗っておでかけをしたので、子ども達はみんな大は
しゃぎ！わくわくしながら出発しました。
　ご飯をお腹いっぱい食べたら、いよいよミュージアム内へ。ミュージア
ム内はアスレチックや、ボタンを押すとキャラクターが出てくるような
触って遊べる展示がありました。遊んでいるとアンパンマンが登場しました。アンパンマンと写真を撮ったり、

ギュッと抱きしめてもらったりして大喜び。楽しい思い出がたくさんできました。

　１１月１９日ユニット対抗大運動会が開催されました。
この日までに各ユニットで練習を重ねてきました。
　前年優勝のショートステイ選手からのトロフィー変換
から競技のスタートです。
　始めの競技は玉入れからで、中央の箱に６０個の玉を入れる速さ
を競います。次に輪っかリレーで、一つの輪を、紙を丸めて作った棒
を使って輪投げの輪を棒伝えに送る速さを競う競技で、皆さん真剣
に力の入った戦いでした。
　団体競技の最後は職員と合同で行うメディシングボールです。職
員と共に声を掛け合い協力しての競技で団結することができました。
　最後はパン食い競争で、それぞれのスタイルで取ったパンを頬張
り、結果を待つ事としました。
　今年の優勝は、ショートステイとデイサービスの合同チームでした。
　皆さんの一生懸命な姿を見ることができた大いに盛り上がった
大運動会でした。

みぎわ園大運動会みぎわ園大運動会みぎわ園大運動会

　清水銀行様、ダイ
エー工業株式会社
　鈴木重勝様より

寄付金をいただき、アンパンマンソフトベンチを購
入させていただきました。赤ちゃんも自分で登り降
り出来る高さで、「アンパンマン!!!」と大喜びでした。
大切に使わせていただきます。
　ありがとうございました。

みどり園

寄寄寄付寄付
入入入さ入さ
り出り出出出
大大大切大切
ああ

　清水銀行様より遊具のご
寄附を頂きました。
　ひまわり園の園内保育「ひ
まわり幼稚園」で使わせて頂
いております。
　新しい遊具
に子ども達も
大喜びです。

ひまわり園

　出発前は大雨で
したが外に出ると
お日様が出てきて、
皆にお披露目する
ときには虹が出て
いました。

　皆でしっかりお参りしました。慣れない衣装で
長時間過ごして最後はへとへとでした。

　かっこ良く、かわいく変身させて
もらって、お祝いしました。

アンパンマンミュージアム
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　冬の寒さも厳しくなりました。皆様の好きな季節はいつでしょうか？寒いのは嫌ですが、冬には鍋物などの食の楽しみや、
スキーなどの冬にしかできないスポーツを楽しむこともできますね。皆様、体調管理に気をつけ、それぞれの冬の過ごし方を
楽しんで下さい。
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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）

（R1.9.2～11.22）

年間会費
個人会費 1口 1,000円｝ 会　　社

団体会員 1口 3,000円｝

　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。

振込先（郵便局振替口座）

◦口座番号　00880-0-2423
◦口座名称　芙蓉会後援会

何口でも
結構です

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

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。

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　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　ナイトウヨシヒコ

寄付のお願い




