
　暑い中にも少しずつ秋の気配が感じられるようになりましたね。
　今号では新型コロナウイルスで外出や行事などを控えている中でのそれぞれの施設での夏のイベントを中心に日々の様子
なども載せています。
　この現状の中でも、私たちができることを考え、退屈しないように日々の生活の過ごし方やイベントを行っていこうと思います。

編集後記

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）

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

（R2.6.11～8.31）

■青山浩章
■伊藤ひろみ
■碓井真由美
■㈱ウラタモータース
■㈲エイ・アンド・エイ
■久保田浩造
■NPO法人クロスワイズ
■小西徳三
■小林クリエイト㈱アグリ事業部
■佐藤昌之
■佐藤利子
■JR貨物
■㈱静岡仮設
■白井ひろみ
■(一社)親切会中部支部

■鈴木優美子
■清都
■NPO法人全国成年後見の会
　福田朗久、若林姫花
■第一生命保険㈱静岡支社
■㈲高田自動車
■タクシー支援サービス㈱
■舘岡嘉浩
■土屋厚子
■内藤好彦
■鍋田哲也、聡美、茉歩
■南部好子
■野村幹三郎
■㈱光塗装
■ピジョンホームプロダクツ㈱

■富士地区　ボーイスカウトビーバー隊
　指導者一同
■芙蓉会OB一同
■ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱
■松本玲子
■松井博美
■松の実保育園　遠藤誠浩
■美翔工業㈱
■美濃部みどり
■門司一徹
■屋久島東部茶生産組合

　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

〒417-0001  静岡県富士市今泉2220番地
 　　　　　  TEL〈0545〉55-1118　FAX〈0545〉55-1119
 　　　　　  http://www.fuyoukai.org

〒417-0001  静岡県富士市今泉2220番地
 　　　　　  TEL〈0545〉55-1118　FAX〈0545〉55-1119
 　　　　　  http://www.fuyoukai.org

児童養護施設
地域小規模児童養護施設
乳 児 院
企業主導型保育施設
特別養護老人ホーム
ショートステイ
通 所 介 護
通 所 介 護
居宅介護支援事業
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
看護小規模多機能

ひ ま わ り 園
ひ ろ み
恩 賜 記 念 み ど り 園
さ く ら 保 育 園
み ぎ わ 園
み ぎ わ 園
デイサービスセンターみぎわ園
ふようデイサービスセンター
ふよう居宅介護支援事業所
富士市吉原西部地域包括支援センター
み ぎ わ 園
み ぎ わ の 里

℡0545-52-0402
℡0545-22-1281
℡0545-53-5665
℡0545-55-1118
℡0545-55-1800
℡0545-55-1877
℡0545-55-1800
℡0545-52-1397
℡0545-52-5500
℡0545-30-8324
℡0545-55-1811
℡0545-30-7952

※今回、他の施設はありませんでした。目 箱安 （R2.7月～9月）

●ひまわり園
苦情：保護者様より、一時帰省に関する苦情がありました。

要望：高校生より、部活でスポーツをしていると
　　　眼鏡が不便な為、コンタクトが欲しいとの
　　　要望がありました。

対応：県の措置費では、コンタクトは認められて
　　　いないため子どもの要望も聞き、子ども
　　　手当で対応させていただきました。

⇨
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納涼祭&流しそうめん

公分母

　今年は新型コロナ感染症の災厄的な状況で始まりま
した。社会的にも経済的にも不安や混乱の中、先の見え
ない喪失感に覆われています。その中で医療関係者や福
祉関連事業者の皆様には非常に困難な状況が続いてい
ます。そんな状況においても冷静なるご判断の下、活動
されていらっしゃる皆様には心より感謝申し上げます。
　私は経営理念として、健全な精神に基づく「人の和」
を考慮しております。「和」により事業の活力は高揚する
ものと日頃より考えております。「和の心」が社員や企業
の満足、さらには地域や社会の満足へと広く貢献できる
ことと信じています。
　私の考える「和」とは足し算です。前向きの考え方を
持ち、人と人との力を足して仲良く活動すること。その為
には「感謝の心をもって、同じ方向を見定めて生活する
こと」と考えています。

　日本語の意味する「和」「心」は日本の独特な内容を
含んでおります。日本人の「和」は人と人の間の絆として
始めから存在しています。よく使われる外国語の「ハー
モニー、調和」は人と人が寄り添い、合わせようとする意
味が私には強く感じられます。同じ「和」でも日本人と外
国人では少し違うのではないでしょうか。日本人の「心」
は自分の心に加えて絆をも重要視している気がします。
概して日本人は社会的に温厚で慈愛に満ちています。
　全ての人は健康で文化的な最低限度の生活を営む権
利を持っていますが、より良い生活、より良い存在、より
良い環境へと変化することが望ましいことでしょう。「和
の心」を大切にして、私も皆様と共に歩んで行ければと
願っております。
　これからも適切なるご判断にてこの困難な時節を乗
り切る舵取りを関係者の皆様にお願い申し上げます。

社会福祉法人芙蓉会　評議員　鈴木 重勝
（ダイエー工業株式会社　代表取締役）

「新型コロナと和の心」

　7月に納涼祭、８月に流しそうめんとスイカ割りを行い
ました。毎年恒例のイベントですが、感染予防対策のため
試行錯誤しました。猛暑の中、『涼』を感じることができ、
この夏も無事乗り越えられそう
です！！

＊敬老会・・・
　敬老会では職員による出し物が
あり、利用者様に沢山笑っていただ
きました♪笑うこと・笑顔で過ごす
ことが皆様の元気の秘訣かも!?
　お祝いさせていただけることに
感謝です。これからも
明るく楽しく過ごし
ましょうね～!!!

＊夏祭り・・・
　8月には夏祭りを開催☆
　適度な距離を保ちつつ、屋台の食事やお
祭りの雰囲気を楽しむことが出来ました！
　「今年はお祭りができないと思っていた
から嬉しいよ」と
喜びの声が多数
聞かれました（^ ）^

　収穫したにんじんをすりおろして
クッキーを作りました。

　プランターで育てた野菜たち。
　園芸部長の指導のもと活動
しています。

　デイのぬか床です。
名人が管理してくれています。
　ぬか漬けは、運動などで
汗をかいたときにみんなで
いただいています。

　デイ夏祭りを行い
ました。
　かき氷、カルメ焼
き、たこ焼き、クレー
プ、射的など皆さん
楽しんでいました。

　６月、運動会を行いました。紅白に分かれ
皆さん一致団結で頑張りました。結果は接戦
の末、白組の勝利でした。

運動会

思っ

元気に育つと
いいな…

お祭りはやっぱり
楽しいな♪

美味しく
漬かってね♥出来たてを

いただきま～す

＊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＊

＊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＊

＊みぎわの里＊＊みぎわの里＊
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　令和2年3月1日開設　現在はみどり園の2階の一部にて行っています。

〈定員〉6名　〈対象〉0～2歳児　〈開所日〉月曜から土曜日 ※日曜日は休所日です　〈開所時間〉7:00～18:00

〈1日の流れ〉
７:00　開園

順次登園
９:00　おやつ

製作活動・外気浴・戸外遊び・散歩　など
11:00　昼食（年齢により時間が前後します）
12:00　昼寝
14:30　目覚め

おやつ
15:00　順次降園

自由遊び
18:00　閉園

＊みどり園の施設内にあるので、みどり園のお楽しみ
会やリトミック活動に参加をしています。その為、み
どり園の子ども達と一緒に活動したり、法人内をお散
歩すると、ひまわり園のお兄さん、お姉さんやデイ
サービスのご利用者様に声を掛けてもらったりとい
ろんな方達と交流を持つ事があります。
＊子ども達と月に一度、季節にちなんだ製作品を作っ
ています。はじめは絵の具やクレヨンに慣れなかった
子ども達ですが、少しずつ自分から手を伸ばし、素敵
な作品を作ってくれます。

 令和２年３月末より特別養護老人ホームみぎわ園に
新たなメンバーとして、ベトナム国より介護技能実習生
の２名が加わりましたので紹介します。
　彼女たちは母国で看護師として就学し資格取得後、
日本での介護技術の習得のため来日、日々頑張ってい
ます。彼女たちはとても努力家で、日本語の難しさに
閉口しながらでも、分からないことはそのままにせず、
すぐに聞いたり、調べたりし、自ら進んで学ぼうとい
う努力と向上心が伝わってきます。介護技術同様、難
解な日本語も日々学ぶ中で進歩してきています。

　そんな彼女たちはとても明るく、
笑顔が素敵です。毎日明るく入居者
様と話をしながら、彼女たちからの
元気をもらってい
ます。
　彼女たちの成長
を見守りながら私
たち職員も共に成
長していけたらと
思います。

　夏祭りでした。甚平にはちまき！！夏祭りの始まり！
子ども達が画用紙でアンパンマンやピカチュウの
顔を作り、御神輿を完成させました。
　昼食は屋台のご飯のバイキング。焼きそばに
フランクフルトにクレープ…！子ども達の大好きな
ものが沢山並びました。口いっぱいに頬張って嬉し
そうに食べていました。
　「夏祭り、とっても楽しかったね！！」

〈お楽しみ会〉

　七夕をしました。彦星と織姫に、シールを
貼ったりクレヨンでお絵描きをして飾り付けを
しました。上手に出来たね！
　昼食は、お星様いっぱい
の冷やし中華とかき氷。自分
でトッピングをして沢山食べ
ました！

〈お楽しみ会〉

　水遊びをしました。泡のプールは初めての子達が多かった
のでみんな大はしゃぎ！！頭にのせてみたり、手ですくって
みたり感触を楽しみました。
　昼食は子ども達が好きなキャラクター
『アンパンマン』がいっぱい詰まったお弁当。
フタを開けて子ども達は大喜び！
　おかわりをたくさんしていました。

＊みどり園＊＊みどり園＊

＊ひ ろ み＊＊ひ ろ み＊

　コロナ禍での夏休み、あまり
外出が出来ない中、子ども達は
色々な料理に挑戦していました。
　この日は、餃子の皮を使って
ピザを作っていました。
　ひろみでは子ども達が考えた
節約レシピがたくさんあります。

　コロナ禍での夏休み、あまり
外出が出来ない中、子ども達は
色々な料理に挑戦していました。
　この日は、餃子の皮を使って
ピザを作っていました。
　ひろみでは子ども達が考えた
節約レシピがたくさんあります。

初めての子達が多
せてみたり、手です

クター
お弁当。
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＊みぎわ園ショートステイ＊＊みぎわ園ショートステイ＊
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夜には花火
綺麗だね

プール気持ち
いいね♪

たくさん
泳いだよ

滝
の
近
く
に

行
け
た
よ
！

流
し
そ
う
め
ん

美
味
し
か
っ
た
よ

泳いだよ

●　 寄  付 　●

　小西徳三様から花火の寄付を頂きました。いろいろな種類の花火に子ども達も大変喜び、
楽しませて頂きました。色とりどりの花火の色がとてもきれいで、夏の素敵な思い出を作ること
ができました。ありがとうございました。

　7月に夏祭りイベントを行いました。
　お昼ご飯はフロアに焼きそばやフランクフルト、焼き鳥などの露店が
出現。皆さん、いつも以上にお腹いっぱい食べられていました。
　午後は射的や金魚すくい等、昔懐かしいゲームを行いました。景品には
お菓子も出て予想以上の盛り上がり！笑顔の絶えない一日となりました。

　今年の夏は新型コロナウイルスの影響で外出や全体での大きなイベントの中止など
制限がありました。その中で私たちユニットではレク活動を通じて季節を感じてもら
い、日々の生活を楽しんで頂こうという思いの中で、入居者様と共に過ごしてきました。

＊ 今　今
限制限
、い、

梅ジュース作り
　皆さんで作り方を教わりながら
作りました。「ほんのり甘酸っぱい
梅ジュースができたね。」夏の疲れ
も吹っ飛びます。

毎日のレク活動
　コロナ禍で活動や外出が制限される中、歌や
体操など室内でのレク活動に力を入れています。
この日は輪投げのレクリエーション。皆さん真剣
にやられていました。

その中で私たちユちユちユユニットではレクク活動をそ
しんで頂こうというう思いの中で、入入居者者様中中中でででで中でででで楽し

かき氷作り
　今年の夏も暑かったです。皆様あんこや
シロップ、白玉など好きな物をかけて美味しく
召し上がりました。

　今年の夏休みは新型コロナウイルスの影響で外出を控えている中、各ユニット
で行事を考え、遠出は出来ないながらも楽しむことが出来ました。水遊びや花火、
流しそうめんなど夏らしい行事にこども達は笑顔をたくさん見せてくれました。
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　令和2年3月1日開設　現在はみどり園の2階の一部にて行っています。

〈定員〉6名　〈対象〉0～2歳児　〈開所日〉月曜から土曜日 ※日曜日は休所日です　〈開所時間〉7:00～18:00

〈1日の流れ〉
７:00　開園

順次登園
９:00　おやつ

製作活動・外気浴・戸外遊び・散歩　など
11:00　昼食（年齢により時間が前後します）
12:00　昼寝
14:30　目覚め

おやつ
15:00　順次降園

自由遊び
18:00　閉園

＊みどり園の施設内にあるので、みどり園のお楽しみ
会やリトミック活動に参加をしています。その為、み
どり園の子ども達と一緒に活動したり、法人内をお散
歩すると、ひまわり園のお兄さん、お姉さんやデイ
サービスのご利用者様に声を掛けてもらったりとい
ろんな方達と交流を持つ事があります。
＊子ども達と月に一度、季節にちなんだ製作品を作っ
ています。はじめは絵の具やクレヨンに慣れなかった
子ども達ですが、少しずつ自分から手を伸ばし、素敵
な作品を作ってくれます。

 令和２年３月末より特別養護老人ホームみぎわ園に
新たなメンバーとして、ベトナム国より介護技能実習生
の２名が加わりましたので紹介します。
　彼女たちは母国で看護師として就学し資格取得後、
日本での介護技術の習得のため来日、日々頑張ってい
ます。彼女たちはとても努力家で、日本語の難しさに
閉口しながらでも、分からないことはそのままにせず、
すぐに聞いたり、調べたりし、自ら進んで学ぼうとい
う努力と向上心が伝わってきます。介護技術同様、難
解な日本語も日々学ぶ中で進歩してきています。

　そんな彼女たちはとても明るく、
笑顔が素敵です。毎日明るく入居者
様と話をしながら、彼女たちからの
元気をもらってい
ます。
　彼女たちの成長
を見守りながら私
たち職員も共に成
長していけたらと
思います。

　夏祭りでした。甚平にはちまき！！夏祭りの始まり！
子ども達が画用紙でアンパンマンやピカチュウの
顔を作り、御神輿を完成させました。
　昼食は屋台のご飯のバイキング。焼きそばに
フランクフルトにクレープ…！子ども達の大好きな
ものが沢山並びました。口いっぱいに頬張って嬉し
そうに食べていました。
　「夏祭り、とっても楽しかったね！！」

〈お楽しみ会〉

　七夕をしました。彦星と織姫に、シールを
貼ったりクレヨンでお絵描きをして飾り付けを
しました。上手に出来たね！
　昼食は、お星様いっぱい
の冷やし中華とかき氷。自分
でトッピングをして沢山食べ
ました！

〈お楽しみ会〉

　水遊びをしました。泡のプールは初めての子達が多かった
のでみんな大はしゃぎ！！頭にのせてみたり、手ですくって
みたり感触を楽しみました。
　昼食は子ども達が好きなキャラクター
『アンパンマン』がいっぱい詰まったお弁当。
フタを開けて子ども達は大喜び！
　おかわりをたくさんしていました。

＊みどり園＊＊みどり園＊

＊ひ ろ み＊＊ひ ろ み＊

　コロナ禍での夏休み、あまり
外出が出来ない中、子ども達は
色々な料理に挑戦していました。
　この日は、餃子の皮を使って
ピザを作っていました。
　ひろみでは子ども達が考えた
節約レシピがたくさんあります。
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　暑い中にも少しずつ秋の気配が感じられるようになりましたね。
　今号では新型コロナウイルスで外出や行事などを控えている中でのそれぞれの施設での夏のイベントを中心に日々の様子
なども載せています。
　この現状の中でも、私たちができることを考え、退屈しないように日々の生活の過ごし方やイベントを行っていこうと思います。

編集後記

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）

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

（R2.6.11～8.31）

■青山浩章
■伊藤ひろみ
■碓井真由美
■㈱ウラタモータース
■㈲エイ・アンド・エイ
■久保田浩造
■NPO法人クロスワイズ
■小西徳三
■小林クリエイト㈱アグリ事業部
■佐藤昌之
■佐藤利子
■JR貨物
■㈱静岡仮設
■白井ひろみ
■(一社)親切会中部支部

■鈴木優美子
■清都
■NPO法人全国成年後見の会
　福田朗久、若林姫花
■第一生命保険㈱静岡支社
■㈲高田自動車
■タクシー支援サービス㈱
■舘岡嘉浩
■土屋厚子
■内藤好彦
■鍋田哲也、聡美、茉歩
■南部好子
■野村幹三郎
■㈱光塗装
■ピジョンホームプロダクツ㈱

■富士地区　ボーイスカウトビーバー隊
　指導者一同
■芙蓉会OB一同
■ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱
■松本玲子
■松井博美
■松の実保育園　遠藤誠浩
■美翔工業㈱
■美濃部みどり
■門司一徹
■屋久島東部茶生産組合

　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

〒417-0001  静岡県富士市今泉2220番地
 　　　　　  TEL〈0545〉55-1118　FAX〈0545〉55-1119
 　　　　　  http://www.fuyoukai.org

〒417-0001  静岡県富士市今泉2220番地
 　　　　　  TEL〈0545〉55-1118　FAX〈0545〉55-1119
 　　　　　  http://www.fuyoukai.org

児童養護施設
地域小規模児童養護施設
乳 児 院
企業主導型保育施設
特別養護老人ホーム
ショートステイ
通 所 介 護
通 所 介 護
居宅介護支援事業
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
看護小規模多機能

ひ ま わ り 園
ひ ろ み
恩 賜 記 念 み ど り 園
さ く ら 保 育 園
み ぎ わ 園
み ぎ わ 園
デイサービスセンターみぎわ園
ふようデイサービスセンター
ふよう居宅介護支援事業所
富士市吉原西部地域包括支援センター
み ぎ わ 園
み ぎ わ の 里

℡0545-52-0402
℡0545-22-1281
℡0545-53-5665
℡0545-55-1118
℡0545-55-1800
℡0545-55-1877
℡0545-55-1800
℡0545-52-1397
℡0545-52-5500
℡0545-30-8324
℡0545-55-1811
℡0545-30-7952

※今回、他の施設はありませんでした。目 箱安 （R2.7月～9月）

●ひまわり園
苦情：保護者様より、一時帰省に関する苦情がありました。

要望：高校生より、部活でスポーツをしていると
　　　眼鏡が不便な為、コンタクトが欲しいとの
　　　要望がありました。

対応：県の措置費では、コンタクトは認められて
　　　いないため子どもの要望も聞き、子ども
　　　手当で対応させていただきました。
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