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 理 事 長 挨 拶                

永耕会理事長 長谷川行洋 

皆様には、平素より永耕会の活動に 

ご理解・ご支援を賜り心より感謝申し上げます。 

 この度、広報誌「永耕会だより」を創刊いたしました。この目的

は、永耕会の活動情報を皆様に発信し、永耕会をご理解いただくこ

とであります。今回は、永耕会施設の概要、行事、法人役員・経理

状況を紹介させていただきました。 

 今後も永耕会の行事・事業計画・事業報告等も公開して行きたい

と思っております。 

 昨年度、国県より補助金を頂き、永耕園の大規模修繕工事をさせ

ていただきました。居室を個室化し、入所定員を少なくしました。

この結果、入所施設の生活環境は格段に向上することが出来まし

た。一部入所者は、新設したグループホームに移行されました。こ

れからは、地域移行する方が増えると思いますので、地域の方に永

耕会の情報を発信する意義は大きくなると思っております。 

 永耕会の活動を地域の皆様にご理解いただき、信頼される福祉サ

ービスが提供できるよう努めます。今後とも、ご支援・ご協力の程

よろしくお願いいたします。 
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永耕会だより 

広報誌創刊にあたって    

永耕会常務理事 河辺邦夫 

曽我の地に光海学園が開所

して６０年、永耕園が開所して

５０年を超える年月が経ちま

した。知的障害者が地域で暮ら

す為のグループホームを一昨

年から今年にかけて新たに開

設し、永耕会は新たな一歩を踏

み出します。地域、関係諸機関

の皆様に永耕会の事業につい

てより知って頂こうと『永耕会

だより』を発行する事としまし

た。 

今後も、皆様と共に歩んでい

く永耕会でありたいと思って

います。 

創 刊 号                      

■永耕だより発行にあたって 

  ………理事長・常務理事挨拶 

■各事業所の紹介 

■永耕祭のご案内・ホームページご案内 

 

●永耕園 （障害者支援施設） 

●光海学園 （障害児入所施設） 

●デイセンター永耕（障害者日中活動支援） 

●ういず （相談支援センター） 

●永耕会ホーム（共同生活援助） 

掲載されている利用者の写真に関しては、 

ご本人・ご家族の了承を得ております。 
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施設入所支援：定員７５名 生活介護:定員 90 名 
永 耕 園 障害者支援施設

施設長 河辺邦夫 

 

平成２８年２月、昭和５８年建

築の古い園舎を国県の施設整備

補助金を受け大規模修繕工事を

行い、バリアフリー、個室化と共

に耐震強化を行いました。現在、

男性５０名、女性２５名の７５名

が生活しています。平均年齢５４．

２歳と入居者の高齢化が進んで

いますが、毎日日中の活動、外出などを楽しみにしながら

穏やかな自分らしい生活を送っています。希望する暮らし

を実現していく事が永耕園の願いです。 

 

入所：定員 30 名  

 光海学園 障害児入所施設

園長 山口修史 

 

 

 さくらの花に送られて毎年何名かが

社会へと育っていきます。昭和 29年 7

月に開所しました光海学園も 60 有余

年、450人あまりの人々を社会に送り出

してきた歴史があります。日々の生活

を楽しく送ることに賢明な児童たち

は、施設をでて「こうしていきたい」と

いう自分自身の青写真を描ききれない

ため、支援をする職員が一緒になって

考えていける基礎づくりを、早い段階から少しずつ本人と話して

いくこともこれからは必要なことだと思っています。光海学園は

生活している児童たちが明るく、元気にそして楽しく社会の中で

生活していけるように職員が少しでもその力になれるように、児

童たちへの支援を一つ一つ着実に、がんばってやっていこうと考

えています。 

 児童たちは笑ったり、喧嘩したり、大声を出して話をしたり表情

豊かな生活を毎日送っています。児童たちが持っている「無邪気

さ」はここにくればいつでも触れることができます。また「素直な

気持ち」はここにくればいつでも感じることができます。「素敵な

笑顔」もここにくればいつでも見ることができます。そんな施設を

いつでも、これからも続けていけたらいいなと願っています。 
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平日、児童はそれぞれの学校に通学してい

ます。園全体の行事、土・日曜・祝日の行

事、誕生会、グループ外出、買い物学習な

どに加えて学校行事と実に多彩です。 

 

入所児童の生活：日課の略図 

時間
小学生
下曽我小

中学生
千代中

養護学校
通学

養護高等部
自力登校

土・日・祝日

6:00 起床 起床 起床

7:00 朝食（7：00） 朝食（7：20） 朝食（7：00） 起床
登校（7：45） 登校（7：45） 朝食（7：40） 登校（7：30） 朝食（7：40）

8:00

9:00 小行事
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

10:00

11:00 グループ外出
他

12:00

13:00

14:00
放課帰園 グループ外出
身辺整理 放課帰園

15:00 掃除 身辺整理 放課帰園 おやつ
掃除 身辺整理・掃除

16:00 おやつ おやつ おやつ 帰園
自由時間 自由時間 自由時間 身辺整理

17:00 おやつ
自由時間

18:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

19:00 入浴 入浴 入浴 入浴 入浴

20:00 就寝

21:00 就寝 就寝（小）

22:00 就寝 就寝 就寝（中）

23:00 就寝（高）

自由時間

昼食

身辺整理

起床

登校（8：30）

☆永耕園は４つの理念を柱に支援を進めます。 

◎利用者の基本的人権を保障する支援 

◎一人一人にあった個別的な支援 

◎自分で選び、自分で決める本人主体の支援   

◎地域社会の中で暮らす為の支援 

◇年齢（平成 28 年９月１日現在） 
２０歳から９４歳の方が入所  

平均年齢５４．２歳 

◇入所者のうち61名は、県西地区２市８町から 

 

 

 

永耕園の支援 ＜支援目標＞ 

－１００人１００通りの支援を目指して

－ 

＜日中活動＞ 

機織り、ボールペン

の組み立て作業など

７つのグループ 

 ◇一日の日課 

７：００ 朝食 

１０：００ 日中活動 

１２：００ 昼食 

１３：３０ 日中活動 

１５：３０ 

１８：００ 夕食 

◇希望に基づく旅行を実施！ 
 

◇機織り・市展入選！ 
 第６９回小田原市美術
展覧会に入選 

℡:0465-42-1639 

℡:0465-42-2268 
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生活介護：定員 50 名  
デイセンター永耕 障害者日中活動支援

所長 関 正明 

 

デイセンター永耕は日中の生活や自立に向けた活動の支援を行う施設として平成１４

年４月に開所しました。現在、定員５０名（登録６５名）の生活介護事業所として、受

注作業（ボールペンの組み立て）や自主生産作業（陶芸、パン、農園芸、手芸等）の活

動を通じて支援しています。一人ひとりが目標に向かって笑顔で過ごせるセンターを

目指しています。お手伝いをしてくださるボランティアさんも募集しています。 

共同生活援助 定員：曽我原寮５名・上千代寮７名・第一ホーム（おちゃの実 6 名：なかまたち６名）・第二ホーム10 名 

 

永耕会ホーム 曽我原寮・上千代寮・永耕会第一ホーム・永耕会第二ホーム

永耕園入所者の地域での生活への移行を進めてき

ました。平成２６年１２月永耕会第一ホームを隣接

する永塚３２８－３に開設し、女性６名男性６名が

入居。平成２７年１０月永塚２８９－１に女性３名、

男性７名が入居し生活を始めました。また、千代２０

４－４に男性７名が生活する上千代ホームを運営し

ており、本年１２月には曽我原にあった曽我原寮を

男性９名の定員で千代３０３－２に移転予定です。 

ういず 相談支援センター
相談支援事業 

相談支援センターういずは、地域で生活をされ

ている何らかの障害をお持ちの方やそのご家族の

ための相談窓口です。相談員は４名おります。お話

各 事 業 所 の 紹 介      永耕会だより 第 1号 平成 28年 9月 1日発行  

 

デイセンター永耕では、 利用者さん一人ひとりの個性に合わせ様々な日中活動を提供しています。 

また、 利用者さんに楽しい生活を送って頂くために、 

レクリエーションやクラブ活動なども多く取り組んでいます。 

▼外園芸で作った新鮮野菜！ 

◀クラブ活動の書道教室 

楽しい全体レクリエーション▲ 

▲永耕会第一ホーム外観 

を伺いながらご相談内容に応じて支援させていただきます。また計画相

談支援事業所として、福祉サービス利用計画の作成も行っております。 

▼永耕会第二ホーム外観 

℡:0465-42-8889 

TEL：0465-42-1151（相談窓口） 

▲かわいい陶芸作品も 
作っています♪ 

 

（ういず･永耕会ホーム兼任） 



 

永耕会の一大イベント「永耕祭」が 10 月 22 日（土）

に開催されます。駐車スペースが十分にはない状況で

す。できる限り公共の交通機関を利用して来場くださる

ようお願いします。やむを得ず車にて来場される場合に

は、以下の駐車場に停めてくださるようお願いします。

①積善会・永耕会駐車場（終日駐車可能。※駐車場案内

係が誘導します） 

②梅の里センターの駐車場 

（9 時～17 時迄駐車でき

ます。園舎より一番離れて

いますが、駐車できる可能

性が高いです。） 
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❖ ❖ ❖ ❖  編 集 後 記 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

ようやく永耕会の事業を地域の皆様により知っていただく為の広報誌「永耕会だより」を発行する事が

出来ました。 

しかし、この広報誌を準備する過程で、仲間の障害者支援施設である「津久井やまゆり園」で大変痛ま

しい事件が起きました。亡くなられた方のご冥福を心よりお祈りすると共に、怪我をされた方の一日も早

い回復を心より願っております。新聞やテレビの報道で容疑者と言われる人物の主張を耳にすると、悲し

く苦しい気持ちになります。知的障害児者を家族に持つ「全国手をつなぐ育成会連合会」は事件後直ぐに

以下の声明を出しました。『障害のある人もない人も、私たちは一人ひとりが大切な存在です。障害がある

からといって誰かに傷つけられたりすることは、あってはなりません。（抜粋）』その通りだと思います。 

永耕会だよりをお読みいただきありがとうございます。これからも、永耕会は地域の皆様と共に歩んで

行きたいと思っています。ご意見、問い合わせ、情報などあればおよせください。（河辺） 

メール：info@eikou-kai.or.jp 電話：０４６５-４２－２２６８ 

永耕会だより 第 1号 平成 28年 9月 1日発行  

ボランティア募集 

あなたも永耕祭に参加してみませんか。       

●お手伝い内容● 利用者さんと一緒にお祭りに参加

して過ごしていただいたり、店舗の手伝いなど。 

●募 集 人 数● 制限はありません。より多くの方

に参加していただければ幸いです。 

※朝 10：0０に永耕園の玄関前に集合になります。 

お問い合わせは､永耕祭実行委員会委員長 

（代表連絡先０４６５－４２－２２６８）平尾まで  

 

http://eikou-kai.or.jp/ 

永耕園作業グループはたおりの活動内容や作品の紹介なども詳しく案内されています。どの作品も素晴らしい

※１０月１日にリニューアル予定です※ 

 

渾身の作に仕上がっています

ので、是非ご覧ください。 

 

デイセンター永耕のパン工房が「デンセンター永耕 パン工房 

ジョイ」と名前を新たにして生まれ変わりました！ジョイは英

語で楽しむの「エンジョイ」からきています。利用者さんと共

にますます楽しくっておいしいパンを焼きあげていきます。 

★パン工房ジョイのブログも１０月１日からスタートします。 

●●永耕会のあゆみ～各事業所の案内～活動ブログなど多彩です●● 

mailto:info@eikou-kai.or.jp

