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令和２年度
社会福祉法人敬生会および各施設の取組について
社会福祉法人敬生会

敬生会

法人本部事務局長

平野

文彦

○社会福祉法人敬生会は創立から半世紀を経過しました。
組織の経験値を活かし、今年度も法人運営の中で常に

「利用者の皆様の意思・人格」を尊重し、相手の立場に
寄り添った献身的な介護体制を構築し、福祉法人とし
ての責務を果たします。

１．地域における公益的な取り組みを継続し、地域で孤

立して生活されている方を対象に、社会参加を促す
交流事業内容を充実させ実施していきます。

２．高齢者・障がい者サービスが多様化する中で、各施

設の通所サービス・短期入所・施設入所および、障害者相談支援センター「きさーら」での相談
など、切れ目のないサービスを提供します。

３．旭川市高齢者保健福祉計画に基づき、養護老人ホーム敬心園の建て替えについての検討を継続し
ます。

特別養護老人ホーム

敬生園

敬生園

生活相談員

我妻

初美

１．入所・ショートステイ利用者を確保するため多角
的な連携を実施します。施設入所が原則介護３以
上で対応していますが、介護１及び介護２に該当
する特例入所の対象者も適宜検証していくものと
します。他機関との連携を維持するため定期的な
訪問を実施します。

２．私たちは利用者の「その人らしさ」を尊重し、
QOL

の向上に努め人間の尊厳を最期まで支える取り組
みを実施します。

３．住み慣れた地域の中で、医療・介護・予防・住まい・生活支援が受けられるよう、地域包括ケア
システムの構築に寄与する取り組みを推進します。

４．QOL の充実を図るためにも行事やレクリエーション活動を多職種協働で活動の活性化を図りま
す。

５．食事形態の見直しを図り、ソフト食の提供等を再検討し、視覚的な美味しさに取り組んでまいり
ます。

養護老人ホーム

敬心園

１．入所者と一緒に活動する時間を作り、入所者の目線に
立ったその人らしい暮らしができるようより良い支援を
行います。

２．入所者が明るく家庭的な雰囲気で心から生活を楽し
み、元気に暮らせるよう「生活の質」の向上を目指して、
そ
れぞれの心身の機能にあわせた行事、クラブ活動、介護
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敬心園

生活相談員

朝枝

麻貴

予防活動を計画し、多くの方が参加できるよう企画、運営いたします。

３．稼働率の目標を95％以上とし、新規入所者の確保のため、実施機関との連携強化を図り、稼働
率の向上に向けて取り組んでまいります。

障害者支援施設

敬愛園

敬愛園

生活支援員

中島

晴美

１．仕事改革の四本柱として言葉遣いの丁寧化・業務の

スリム化・多様な人材の確保・職員の能力、技術の
向上をテーマに、施設入所支援における業務の改革
を進めていきます。

２．障害者支援施設から地域生活への移行に関する成果
目標が設定されています。「地域生活拠点」としての
機能を活かしながら、利用者がスムーズに地域生活
に移行出来るよう支援していきます。

３．利用者に対する虐待の防止を普及啓発するための研修を実施し介護事故の防止に取り組んでまい
ります。

障害者支援施設

敬愛園通所

敬愛園（通所） 生活支援員

阿部

彩香

きさーら 相談支援専門課長

板垣

玲子

１．障害者差別解消法の推進と「合理的配慮」への対応

の一つとして、利用者の個々の障害特性に応じた適
切なアセスメントと丁寧な支援に取り組みます。

２．サービス向上への取り組みとして、地域や各関係機

関と連携し、在宅で生活している障害のある方がよ
り利用しやすい環境を整え、通所サービスの充実を
図ります。

障害者相談支援センター

きさーら

１．障がい者等の相談に乗り、個々のニーズ・課題・目標に合わせて福祉サービス等利用計画を立案
し、自立に向けて支援します。

２．旭川市障害者総合相談支援あそーとをはじめ、他の関係機関とともに、暮らしやすい地域づくり
に協力します。
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レクリエーション「風船バレー！！」
敬生園

介護員

稲村

晋哉

空いていたようで皆さん美味し
そうに沢山食べられていまし
た！

今後も、入園者の方々が楽しめ
るようなレクリエーションを考
えたいと思います！

３月６日に３階食堂でレクリ
エーション「風船バレー」を行
いました。
大きな風船を使用し、テーブル
を囲み正面や隣の入園者の方に
風船を飛ばしながら、楽しまれ
ていました。風船は２つ使用し
たのですが、入園者の力強い一
撃で風船が一つ割れてしまうと
いうハプニングもありましたが
…（笑）
皆さんとても楽しまれた様子
であり、レクリエーションが終
了した後「疲れたけど、とても
楽しかったよ！」という声もあ
りました。
その後の夕食は運動後でお腹が

うぅー。届かない…。

カメラじゃなくボールを見て―！

それ！飛んでけー！！

ふたりで一緒に飛ばすぞー！

お楽しみ会
敬心園

らい、楽しんでもらいました。

看護師

窪田

由佳

現在、コロナウイルスの影響
で世間は自粛モードですが、園

内でも楽しめるような行事を企
画して、今後も入所者の皆さん
に喜んでもらいたいと思います。

敬心園では、１月にお楽しみ
会を行いました。今回、入所者
が楽しんでもらえるよう、各部
所ごとにアイデアを出し合って
余興をしました。事務課からは
「二人羽織」をし、お化粧をした
り、ワサビ入りの巻き寿司を食
べさせられたり、みんなすごい
顔になっていました。

美味しいワサビ寿司！

なんだろう？

懐かしい～

どう？

支援課からは「箱の中身なん
だろうな」の物当てゲームを行
いました。代表の入所者が挑戦
し、次々と当てていき、お見事
で し た。 医 務 室 か ら は「 う ん
じゃらげ」の踊りを披露しまし
た。懐かしい歌と踊りを見ても
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音楽療法
敬愛園（入所）

生活支援員

佐々木朋江
昨年度から月に1回音楽の先生
が来園しています。トライアン
グルやウィンドチャイムのよう
な普段触ることのない楽器に触
れて音を奏でてみたり、季節に
合わせた歌をピアノやフルート

ピアノに合わせて大合唱です♪

の伴奏で歌い、いろんな音を通
じてコミュニケーションを取る
ことで穏やかな時間を過ごすこ
とが出来ているようです。いつ
もは行事参加に積極的ではない
入園者も楽器や歌声につられて
リズムに合わせて体を揺らした

者もいました。感染症予防対策
のため2月以降は実施できていま
せんが、今後も入園者の皆さん
が笑顔で過ごす事の出来るよう
な行事を企画したいと思います。

り、カラオケでは恥ずかしくて
も皆でならと歌ってくれる入園

フルートの音色に聞き惚れています (^^ ♪

笑顔で歌っています‼

昼食会の鍋料理
敬愛園（通所）生活支援員

阿部

彩香

毎年、恒例行事となっている
楽しみの一つ！昼食会で鍋を２
月２７～２９日、３月２～４日
に提供しました。自宅ではなか
なか食べる機会がないという声
もあり、毎週顔を合わせる仲間
と熱々の昼食をたべました。通
所には週に複数回利用してくだ
さっている方もいるため、前半
は寄せ鍋、後半はちゃんこ鍋と

ベリーグゥ～！！

これ、うまいよ！

お代わりのペースがはやいのです。

今からグツグツにこみますよ！

味を変えて提供しました。
「味が
最高！」
「もう食べられないくら
い食べちゃったわぁ！」
「きしめ
んは外せないね！」など数多く
の喜びの言葉を聞くことが出来
ました。また利用者の皆さんに
喜んでいただける企画を考えて
いきたいと思っています。
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退任にあたって

齊

藤

哲

也

この度３月 31 日付けをもちまして、
特別養護老人ホーム敬生園園長を退任いたしました。
昭和 48 年４月１日社会福祉法人敬生会に入職し、特別養護老人ホーム敬生園に 36 年、
障害者支援施設敬愛園に 11 年の併せて 47 年間勤務させていただきました。その間、森山
理事長をはじめ敬生園役員、評議員の皆様、敬生会にゆかりのある関係機関・団体の皆様、
利用者並びにご家族の皆様、歴代の園長や諸先輩そして職員の皆様のご指導、ご支援、ご
協力により無事退任することができましたことに対しまして、心から感謝とお礼を申し上
げます。
これまで、福祉事業を取り巻く環境や福祉制度が大きく変化していく中で、多くの方と
の出会いに恵まれ、大変な喜びとともに幸せを感じております。
長い間、本当にありがとうございました。

敬生園園長就任にあたって
特別養護老人ホーム敬生園
園長 宮 森 雅 司
遥か遠くに残雪の大雪山連峰の山並みが美しく浮かぶ新緑あふれる季節になりました。
はじめに、新型コロナウイルスに罹患された皆さま、そして関係者の方々に謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早く平穏な日々を取り戻され、笑顔が戻りますよう心よりお祈り申し上げます。
４月１日付けで敬生園の園長を務めることになりました宮森雅司でございます。
敬心園在任中は、温かいお力添えをいただき、何かとお世話になりました。人と仕事に恵まれました。この
場をお借りして、御礼と感謝を申し上げます。ありがとうございました。
敬生園は、昨年、風雪に耐えて、創立 50 周年を迎えた特別養護老人ホームの老舗。地域に根ざした高齢者福
祉の核となれますよう、
「福祉は心 愛と誠実」をモットーに、
「志は高く 目線は低く＝入所者本位の目線」
に立って、入所者・ご家族の皆さまと職員と手を携え、心を通わせて、温もりのある施設づくりと職場づくり
に邁進する所存であります。
今後とも、一層のご支援とご協力をお願いいたします。
結びに、新型コロナウイルス禍の大逆境のなか、職員と入所者皆さまの健康と命を守るため、今後も法人挙
げて感染防止対策に全力で取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げ、就任のあいさつに代えさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

敬心園園長就任にあたって
養護老人ホーム敬心園
園長 谷 口 大 朗
この度４月１日付けで敬生会法人本部から敬心園の園長に着任いたしました。
敬心園勤務は 25 年振りとなりますが、当時と大きく変わっていることは、介護保険で利用できる特定施設の
指定を受け、自立した方から介護が必要な方まで入居されていることです。少しでも快適に暮らしていただく
よう職員一同取り組んでいかなければなりませんが、現在は新型コロナウイルス感染の拡大で、北海道で２月
28 日の「緊急事態宣言」が出されて以来、当園でも面会の禁止、通院以外の外出の禁止、楽しみにされている
買い物も注文での搬入となる等、利用者の皆様にはご不便をお掛けしております。更に４月 16 日から特別措置
法に基づく緊急事態宣言が発令され、感染者が多い北海道を合わせた 13 都道府県を重点的に対策を進める「特
定警戒」と定められたことから、利用者の皆様に対しての制限が続いています。ストレスも溜まることから屋
内での余暇活動で少しでも発散することができればと思いますが、この感染が早く終息し普段の生活に戻るこ
とを祈るばかりです。
利用者の皆様が笑顔で生活を送って頂くこととそれを支援していく職員が笑顔で働けるよう環境づくりに微
力ではありますが取組んでいきたいと思います。
森山理事長はじめ理事・評議員の皆様、敬生会を支えて頂いております後援会会員の皆様、地域の皆様、利
用者並びにご家族の皆様にご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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ボランティアの皆様

令和元年12月22日～令和2年4月20日

●福祉健康理美容 訪問サービス たんぽぽ 様
●むつみ会 様

●春光台地区市民委員会女性部 様

●末広地区市民委員会女性部 様

●屯田笑福おどりの会 様

●㈲ラッシュ 様

●森泉幸栄 様

善意のご寄付 令和元年12月22日～令和2年4月20日
⃝藤井

３

英男 様

月

善意のご寄贈 令和元年12月22日～令和2年4月20日
12

月

⃝真宗大谷派 北海道教務所 様
⃝すゞらん交通株式会社

退職・昇任・異動職員の紹介

退

職

令和2年3月31日付

・敬生園園長

齊藤

哲也

・敬生会居宅介護支援事業所
管理者

四月朔日ナオミ

・敬生園介護第２課長 竹内

真華

・敬生園介護員

久恵



堂向

（定年後再雇用）

・敬生園介護員

石川

・敬生園介護員

山崎由美子

・敬生園介護員

新村

直也

・敬心園生活相談係長 坂田

達哉

・敬心園支援員

舞

法語カレンダー
みかん
令和2年4月11日付

・敬生園介護員

武田

由香

令和2年5月31日付

・敬愛園看護師

異

動

（

髙田

妙子

令和2年4月1日付

宮森

雅司

杉本

充康

（敬心園園長）
・敬生園生活相談員
（敬愛園生活支援員）
・敬愛園生活支援員

（

）内は前職名 
令和2年4月1日付

・敬心園園長

谷口

大朗

・敬心園生活相談係長 砂金

昌明

（法人本部事務局長）
（敬生園生活相談員）

）内は前職名 

・敬生園園長

昇任

篠木こずえ

（敬心園支援員）

正職員採用 
令和2年4月1日付

・敬生園介護員

稲村

晋哉

・敬生園介護員

林

尚樹

・敬生園介護員

船場

美央

・敬心園支援員

大佐賀極夢

・敬愛園生活支援員

池田

太一

志々見妙子

新任職員の紹介

敬生園介護員

森谷

直子

令和２年４月１日付

敬生園介護員

敬愛園パート生活支援員

敬愛園生活支援員

敬愛園（通所）生活支援員

令和２年５月１日付

令和２年３月３日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

北脇

美和

村上

裕美

児島

剛己

今中

友恵

敬愛園看護師

谷

佳子

令和２年５月１日付
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今年はシンデレラ城でした

敬愛園
冬まつり

うまくかけるかな

敬生園
書初め

!!
誕生カードとハイ、チーズ

誕生会

!(^^)!

敬愛園 通所
レクリエーション

通所

創作活動

敬心園
たい焼き作り

敬生会の各施設で各種利用相談を受け付けておりますのでご利用ください。
あづま

お肌ツルツルになるんだって！

熱々のたい焼きだよ〜

敬愛園

曜日別年間表彰１位！

おいしいケーキができますように♡

敬心園
クリスマスケーキ作り

行 事 のア ル バム

ひょっとこがステージから
降りてきてびっくり

敬生園
新年交礼会

敬愛園

毎年恒例の敬生会

敬生園：入所・ショートステイの利用相談

担当 生 活 相 談 員 我妻 初美・杉本 充康 ℡５１-５１１５

敬心園：入所相談

担当 生 活 相 談 係 長 砂金 昌明

℡５１-５１１７

夏 ま つ り に つ きま

敬愛園：入所・短期入所の利用相談

担当 生 活 相 談 次 長 黒松 秀一

℡５５-５５４５

して は 新 型 コ ロ ナ

敬愛園通所：通所の利用相談

担当 生 活 相 談 員 古畑 安敏

℡５５-５５４５

ウイ ル ス 感 染 予 防

敬愛園きさーら：障害者の相談支援

担当 相談支援専門課長 板垣 玲子

℡５５-８３８９

の た め、 皆 様 の 安

編集後記

いさご

例年になく積雪の少ない冬で、雪どけの早い春でしたが、4月も
雪が降る日や風の強い日が多かったように思います。さらに今年は
新型コロナウィルスの感染者が世界的に増え各地で三密を避けるた

め外出自粛が呼びかけられています。不要不急の外出自粛・手洗い・咳エチケットを徹底し、
感染予防に努めこの困難を乗り越えていきましょう！
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（我妻

初美）

全を第 一 に 考え残
念ながら中 止いた
します。

