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2020 年 3 月
理事長の畑で白菜の収穫を
手伝うにじいろの子ども達

2021 年の成人を祝う会にて
障害のある子どもを立派に育
て上げたご家族の苦労に寄り
添い、ご利用者本人に対して
は、これからもご家族への感謝
を忘れず、事業所ではいろいろ
チャレンジしてほしいと祝辞す
る渡辺理事長。

新年のスタートに当たり、ご利用者（児）の皆様、ご家族の皆様、そして役
職員の皆様に年頭のご挨拶を申し上げます。
私の住む埼玉県行田市では雲一つない
晴天となり、初日の出がとてもきれいでし
た。私は３元日をゆっくりと自宅で過ごしまし
た。元日には群馬県をほぼ一周する実業団
の「ニューイヤー駅伝」、2、3 日には「箱根
駅伝」をテレビで観戦しました。
第 97 回箱根駅伝は、連覇の青山学院大
が苦戦を強いられた半面、あまり注目されて
いなかった創価大学の強さが際立っていま
した。ゴール 2ｋｍ前で創価大学が駒澤大

学に抜かれてしまいます。抜く側と抜か
れる側が一対一でぶつかり合うシーンは
感動しました。壮絶な 2021 年の幕開け
を暗示しているようでした。
駅伝の応援について、「応援したいか
ら、応援にいかない」を合言葉に応援は
控えてほしいと放送されていました。テレ
ビの画面では高齢者の多くが応援に駆
けつけていました。コロナ禍での箱根駅
伝、忘れられない年明けになりました。

2020 年（令和 2 年）の地域・国内・世界の出来事
状態になりました。また、コロナ感染拡大
により、2020 東京オリンピックは初めて
翌年に延期されました。2021 年の開催
に期待します。
アメリカ大統領選挙が行われ、トラン
プ大統領からバイデン大統領に代わりま
す。アメリカがどう変わっていくかが今年
の見どころでしょう。
2020 年は新型コロナウイルスの感染が
話題の中心です。2019 年 11 月に中国武
漢で感染が始まり、中国だけの問題と多く
の人が思っていましたが、気が付くと横浜
港に「ダイヤモンドプリンセス号」が感染者
を乗せた状態で寄港。日本は乗客を下船
させず、船内での感染の押さえこみを図り
ました。しかし、中国との往来を止めていな
かったことで、中国からの観光客を通じて
日本中に新型コロナウイルスが感染してい
きました。

コロナ禍での活動自粛は間もなく 1 年
になります。その中で、鬼才を照らしたの
はアニメ「鬼滅の刃」でしょう。わずか 4
ヶ月で日本映画の最高売り上げを達成
しました。静かに「全集中」していました。

感染が急拡大するなかで、3 月に非常
事態宣言が発令されました。急きょ学校は
休業、保育所も利用自粛となり、法人の戦
力であるパート職員の多数が出勤できない

集まれどうぶつの森、そして Zoom、さ
らにウーバーイーツ。すべてコロナ禍で
盛り上がりました。新生活様式の実践、
在宅でのリモートワーク。コロナウイルス
が生活の急激な変化を求めたようです。

微細なプラスチックによる環境被害低
減に向けた取り組みとして、レジ袋が有
料化されました。「レジ袋はご利用です
か」の声掛けは大変ですよね。レジ担当
の方には頭が下がります。

社会福祉法人健翔会 新年のご挨拶
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2020 年（令和 2 年）の健翔会を振り返る

2020 年 5 月
社会福祉法人の監事に事業報告や
決算状況等を報告する理事長

2020 年は「新生活」を考えさせられま
した。そもそも、なぜ会社に行くのか？会
社でしかできないことは何か？その理由
は「ハンコ」でした。ハンコがないと会社の
意思が表現できないのです。河野行革
担当大臣が言いました。「これからはハン
コが要らないようにします。」
私たちはリモートに不向きな業種で
す。現実にご利用者が施設で待っていま
す。一方、施設に行かなくても可能な仕
事もあります。そんな変化を感じました。
私たちは同じ目的や目標をもって働い
ています。私たちの目標は「障害のある

人が地域で私たちと一緒に暮らせる社
会」です。社会を変えることは難しそうで
すが、障害者が地域で暮らすことはでき
そうですね。これからの法人運営の舵取
りとして企画運営会議を設けました。この
会議体を中心に法人の運営を進めてい
きます。今後、中期行動計画の策定が進
めば、健翔会はさらに変わると思います。
正職員に石川県金沢市のある社会福
祉法人に研修に行ってもらいました。
12/28 報告会を開催し、25 名の職員と共
に夜遅くまで報告を聞きました。報告会を
聞いた私の感想は、「健翔会の職員はよ
く勉強している、素晴らしい。」です。

職員の皆さんへの 2021 年（令和 3 年）のお願い

2020 年 11 月 理事会

健翔会 14 年。健翔会内部に企画運営を
進める部署を設立しました。失敗を恐れ
ず常に前に進むことを求めていますが、
しなくていい失敗は防ぎたいものです。
そんなことができるほど職員層が厚くなり
ました。日ごろから、職員の皆さんが切磋
琢磨、情報収集、現場での企画・実践な
どきちんとしてきた結果だと思います。私
たちは少しずつ前に進んでいきます。
船を進めるためには船長、航海士、機
関士、通信士、そして船員が必要です。
これと同じように私たちにもそれぞれ役割
があります。私たち一人ひとりが、それぞ
れの役割を果たすことで、私たちの船が
目的地に向かって進んでいきます。是
非、皆さんの能力を結集してください。

2020 年 12 月
忘年会で楽しい時を過ごす理事長

健翔会の運営事業の紹介
障害福祉サービス事業
麦の穂
大地
障害児通所支援事業
にじいろ
障害児（者）生活サポート事業
生活サポート麦
障害児（者）日中一時支援事業
日中一時支援 大地
日中一時支援 にじいろ
収益事業
太陽光発電事業

変化は必ず苦痛を伴います。既成事
実、既得権、利権、抵抗勢力、変化する
ことを止め、今を守りたい。変化は今まで
の安泰を奪おうとしているからです。で
も、私たちはその苦痛を乗り越え、新しい
喜びへと進んでいく使命があります。
10 年後、20 年後を見据えた事業展開
とよく聞きます。時代の変化を先に読み

説くことは必要です。にじいろの子ども達
は 10 歳前後、10 年後は成人します。そ
の時に私たち健翔会は子ども達の役に
立っていたい。麦の穂大地のご利用者は
30 歳前後、10 年後は 40 歳、楽しい生活
を送っていてほしい。職員の年齢は幅広
いですが、10 年後はどんな能力をもっ
て、どんな支援に当たっているのか？そ
の時の健翔会の姿はどんなものだろう
か？とても楽しみです。
職員の皆さんへのお願いは、①チャレ
ンジです。失敗したらどうするの？は止め
させたい人の決まり文句です。ルールを
守ることは必要ですが、実行していきまし
ょう。失敗もノウハウになります。
次に、②プロポーザルです。自分のや
りたい仕事、変えたい仕事を提案してくだ
さい。小さなことでよいと思います。まず
は、自分が中心となって法人を、運営を
変化させてください。
次に、③クリンリネスです。進化続ける
企業の根幹にある 5S、それがクリンリネス
です。きれいにするだけでなく、整理整頓
しかつ安全にも配慮します。

おわりに
新型コロナウイルス感染症で、ほとんど
の行事が縮小か中止になりました。止め
る判断の前に、やる方法をとことん考える
のが健翔会スピリッツです。なぜやるの
か、何が目的なのか、みんなでとことん考
え、検討すると、良い方法が見えてきま
す。夢や目標をあきらめるとき、それは私
たちの終わりのときです。2021 年の東京
オリンピック。世界的イベントをコロナ禍で
開催できたら、いつまでも私たちは誇りに

思うでしょう。何かにチャレンジすること
は、実は私たちの誇りなのです。
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