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　新年度がいよいよスタートい
たしました。人事異動等により

職員さんの入れ替わりもあり、少し
慌ただしい日が続いておりますが、安心安全に
留意しながら職員一丸となって取り組んで参り

ご家族へのお願い
　光友会事業推進協議会における、湘南希望の郷の家族部会役員さんに欠員がでております。こ
のままでは、将来役員さんが不在となってしまうのではと、危惧しております。行事等における
お手伝いでも大変助かりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

　皆さん、こんにちは。退職され
ました八十島理事の後任の安西弘

と申します。
　簡単に自己紹介をさせていただきます。23歳
時に神奈川県福祉職として採用され、以後、神
奈川県立福祉職場を遍歴し、2012年5月に縁
あって光友会に入職させていただきました。

　入職時は「いそご地域活動ホームいぶき」で
5年間勤務し、2017年4月から本部勤務となり、
業務執行理事に就任し、現在に至っています。
　私は、早期に開設され輝かしい歴史がある「湘
南希望の郷」が、福祉最先端を走り続けるよう
に頑張りたいと考えています。これから、どうぞ、
よろしくお願いいたします。

ます。また、新年度の事業計画ですが、住人の
皆様の意思決定を尊重しながら、自らが選択し
行動できるような仕組みづくりと施設生活がよ
り充実し幸福感を感じていただけるような取り
組みを行っていきます。

●事業計画重点項目
1.　夢実現支援のため住人の皆さんの意思決定を尊
　重して取り組みます。
2.　高齢化・重度化する住人さんに対し、いつまで
　も楽しく食事を摂っていただくために軟采食の導
　入について準備していきます。
3.　生活の質の向上を目的とした環境整備を実施し
　て、社会生活を体験できるようにしていきます。
4.　外室支援を強化し時間延長及び回数を増やし

　ていきます。
5.　法人の整備計画する「日中サービス支援型グ
　ループホーム」に沿った地域移行を検討してい
　きます。
6.　パラスポーツを通して、住人の皆さんと職員
　が一体となって、近隣小学生等を対象に福祉教
　育や障害福祉理解促進を行い、地域社会に貢献
　していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

就任のご挨拶
安西　弘

新年度を迎えて
施設長   小田嶋　悟
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　3月30日（土）18時頃から、2020年オリンピッ
ク・パラリンピック東京大会を記念して、市内在
住の障がい当事者とそのご家族や支援者を、閉
館後の夜の江の島水族館に無料でご招待するイベ
ントが行われました。
   湘南希望の郷の入居者から、岩崎さん、前田
さん、村上さんの3名が参加しました。職員も夜
の水族館に行くのは初めてで、来場者数が限られ
ていた為、水族館を独り占めした気分です。「あ

の魚大きいね」「わぁすごい」と入居者の喜ぶ声、
何万尾の魚が泳ぐ水槽をジーと見つめている入居
者の姿に、来て良かったと職員も安堵しました。
ちょこっと薄暗い館内に、水槽の青い光が降り注
ぎ、優雅に泳ぐ魚たち、心癒されるひと時を夜の
江の島水族館で過ごすことができました。
　また、帰りはあいにくの雨となりましたが、会
場を誘導するボランティアの方々が傘をさして車
まで誘導してくれた対応に感謝感激です。

   今年度から意思決定支援プロジェクト「あなた
の夢を叶えます」が始動しました。
　第一陣では、富樫さん、小川さんの「海が見
たい。海風を感じたい」を叶えるべく、3月25日
に江ノ島水族館へ外出をしました。穏やかな小春
日和に恵まれて、午前10時に郷を出発し、海沿
いの道をドライブして江ノ島水族館に到着しまし
た。春休みの最中ということもあって子供連れの
家族らで館内はとても賑やかでした。お昼は海風
を感じるテラスに出て、富樫さんは持参したお弁

当を、小川さんは亀の形をしたメロンパンを買っ
て、いただきました。いつもと違った優雅な雰囲
気の食事に美味しさもひときわと見えて、とても
素敵な笑顔が印象的でした。午後は、ウミガメや
カピバラ、イルカショーなどもゆっくりと見ました。
富樫さんの目の前でアザラシが急に水から顔を出
して来た時は、みんなで驚いて、大笑いもしました。
　その後も波打ち際まで車いすで移動し、波の音
を間近で聞いて海風を素肌に感じることができ、
二人の満足げな顔を見ることができました。

江の 島 水 族 館
2020年オリンピック・パラリンピック記念イベント

夜の江の島水族館へ無料ご招待

意思決定支援プロジェクト「あなたの夢を叶えます」
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せせらぎ会だより
　急速に進んだ、少子高齢化社会で浮き彫りになっ
た諸問題の対応の遅れ。後手にまわった、付け焼
き刃的な法整備による社会のとまどい。あらゆる
職種の人手不足・人材不足の時代の波が、いま日
本社会の岸辺を洗っています。
　さて、２０１９年度、せせらぎ会役員(敬称略)
が以下のとおり再任になりました。
　　　代表　石原生美夫　　会計　岩崎正典　　
　　　役員　辻　昭雄　　　役員　山崎　進　　
　　　役員　市川　寛　　　役員　曽我和美　　
　　　顧問　福田稔彦　　
　　　金銭管理　鈴木真由美(職員)
　　　会計監査　渡邉勇一(家族部会)
※会費納入に付きましては、例年通り自己管理者
以外、事務室(金銭管理職員)からの納金になりま
す。尚、本年度も、皆様のお力添えを宜しくお願
い致します。   文責.自治会(K.I)

　　五月一日、新天皇即位に合わせて｢令和元年｣
開幕の朝を迎えました。例年の黄金週間に加えて、
清々しい祝賀ムードが花を添える大型連休になり
ました。国内外から、多くの賓客を迎えての慶祝
行事も、相次いで予定されています。
　一方で、長期連休に関係なく仕事を休止できな
い職場や、公共性の高い施設機関を利用する人達
にとっては支障が起きないか懸念されています。
こんな所にも、この国の抱える現在(いま)の世相
が如実に映し出されています。

平成 31 年（令和元年）の組織運営にあたり、下記の通り役職配置及び、人事異動等がありました
のでお知らせいたします。宜しくご指導ご鞭撻いただきますようお願い申し上げます。

　　　　　　業務執行理事（藤沢北地域福祉部担当）　　　　　　　　安西　　弘
　　　　　　藤沢北地域福祉部　部長（施設長）　　　　　　　　　　小田嶋　悟
　　　　　　藤沢北地域福祉部　課長（ナイト・短期入所担当）　　　高橋　昌弘
　　　　　　藤沢北地域福祉部　課長（本棟担当）　　　　　　　　　岩永　　大
　　　　　　藤沢北地域福祉部　課長（本棟･アクティビティ担当 )    山本　啓子
　　　　　　藤沢北地域福祉部　課長（健康・栄養・理療担当）　　　岩屋　　仁

■湘南希望の郷　役職配置、人事異動について

令和元
年おめでとう御座います

湘南希望の郷  家族部会の皆さまへ
家族部会　　眞鍋　直規

　光友会は4月から新年度が始まっていますが、光友会事業推進協議会（推進協）は
5/18の代議員会（総会）から新年度の活動が始まります。元号も新しく『令和』になり、
何か新しいことでも始めてみようという気にさせてくれます。4/8のお花見は雨天のた
め中止でしたが、用意されたお弁当を食べながら、2019年度の活動計画について、じっ
くり話が出来ました。残念ながら、湘南希望の郷のご家族の出席は少なかったのですが、
代議員会（総会）で今年度の活動計画として議題になりますので、皆さんのご意見をお
待ちしております。なお、2019年度の代議員になっていただける方がまだ決まってお
りません。ご協力ください。

＜5月・6月行事予定＞
◆5月18日（土）10:00 ～ 11:30　光友会事業推進協議会代議員会（総会）
　かわうそ会館１階　終了後、その場で「太陽の家まつり」準備打ち合わせ行います。
　13:30からは「職員・利用者・家族の懇談会」が予定されています。
◆6月2日（日）9:30 ～ 13:00頃　太陽の家まつり　お手伝いお願いします。
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藤沢病院  石井Dr.来診        
9日(木)

厚誠会歯科検診
7日(火)１４日(火)

　　２１日(火) ２８日(火) 

御所見病院  安田Dr.来診
８日(水) ２２日(水)

編 集 後 記

◆５月の予定◆
健康課より

行事
ローリングバレー体育館練習

　　　　８日（水）
家族懇談会　　　　　　１８日（土）13：30
サロンあすみ　　　　　　　　　　２５日（土）
住人生活会議　　　　　　　　　　３０日（木）

　桜が散りゆき、新緑が目に鮮やかな季節と
なった５月、皆様はどうお過しでしょうか。
　湘南希望の郷でも新メンバーが加わりまし
た。新体制となった郷をこれからもよろしく
お願い致します。時代の流れも進み年号も令
和へと移り変わりましたね。令和という響き
に気高さのようなものを感じ個人的にはとて
も気に入っています。皆様はどのような感想
を持ちましたでしょうか？（A.S）

　毎月の献立委員会での「お花見しながらお弁
当が食べたいね」との声に、4 月 3 日中庭の満
開になった 3 本桜の足元でお花見昼食会を行い
ました。
　今年は桜の開花が早いと言われて、満開時期
のタイミングを心配しましたが、当日は天気と
いい桜といい申し分ない日となりました。お弁
当は、冷めても美味しいとこだわって作ってい
ただいた、唐揚げ・シュウマイ・鮭・煮物と桜
にも負けない彩り豊かな幕の内弁当です。うっ
すらと桜の香りが漂って、花びらにそっと手を

お 花 見 昼 食 会お 花 見 昼 食 会

◆ 新 人 紹 介 ◆

芳賀　美奈子

芳賀と申します。 宜し
くお願い致します。 笑
顔で頑張ります。

水上　希代美

明るく元気にきめ細や
かな看護を目指します。

高橋　昌弘

湘南台の部署から異
動してきました。

高坂　元

頑張りますので宜しく
お願い致します。

ローリングバレーボール神奈川交流大会
ボランティア募集

　６月22日(土)、秋葉台文化体育館メインア
リーナにて神奈川交流大会が行われます。当
日参加される入居者さんのお手伝いをしてい
ただける方を募集しています。詳細について
は、下條・山崎までご連絡ください。

伸ばして、おいしいお弁当をみんなでパクパク
いただいて、15 年ぶりに行われたお花見昼食
会は満足顔でいっぱいになりました。この楽し
い会も毎年の恒例行事になるのでしょうか。
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