
毎日子どもたちと一緒に水やりをして、大切に育ててきた
向日葵。夏には大小さまざまな向日葵が咲き、園舎や園庭
を包みました。また、地元の大和郡山城跡を訪れ、昔の
人々の歩みや思いにふれてきました。

　奈良市でも利便性
の高い場所に位置し
ていますが、佐保川の
流れや平城宮跡など
自然と史跡に恵まれ

た環境です。今年もコロナ禍の中で、子
どもたちの安心と安全を守るため、創意
工夫を重ねながら進めてきました。来年
も子どもたちが元気に明るく過ごせる
ように頑張ります。今年もありがとうご
ざいました！

　佐保川社会福祉会館には、冬の夜空に輝くおうし座の中
で最も明るい星「アルデバラン」の意味をなぞらえる。アル
デバランには、「後に続いて光るもの」という意味がある。
　奈良社会福祉院の創業者の上田政治氏は、法隆寺を故
郷として母子家庭で育つ中、とりわけ母が伝えたであろう聖
徳太子を尊崇し広く深い「和」の心を大切に事業展開した。
　昭和55年4月18日にバトンを受け、事業を引き継いだ上
田裕巳現名誉理事長は「和」の心を強い愛の「絆」で育
んだ。そして今、その福祉のバトンは、上田玲子理事長

に継承され、役職員、従事者など全
ての関係者が一体となって、時
代と社会のニーズを的確にキャッ
チした運営を目指している。
　上田裕巳名誉理事長、玲子理
事長は、「75周年を迎え、新会
館を立ち上げるに際し、私たち
の後に続き、未来を担う人たち
にこれまで大切につながれてき
た福祉の心、和と絆の精神を

しっかりと伝えたい」と話す。
　また、「古来より闇夜の中でさまざまな人々に愛と希望を
与えてきたアルデバランの星のように、未来への道を照ら
す道しるべになってくれたらと思う」とも話した。
〇奈良社会福祉院ヒストリー
　奈良社会福祉院は、第2次世界大戦後の混乱と疲弊の
時代、昭和21年12月25日、故上田政治氏が戦争で夫を失

い、生活に困窮していた7世帯の戦争未亡人とその子ども
の救済、援護、自立、更生の為に自宅の一部を通所授産作
業所「佐保作業所」（現・生活保護授産施設「働く広場・佐
保」）として開設した。政治氏が民間人として個人創業をし
た事が法人の原点で、今日12月25日に創業75周年を迎え
る。
　そして、翌昭和22年2月22日に登記され、正式に「奈良
社会福祉院」（初代理事長　中宮寺門跡　一条尊昭尼）が

誕生した。
　法人は母親の「仕事（しごと）」の場に続いて、「住居（すま
い）」の場として「佐保山母子寮」（現・母子生活支援施設
「佐保山荘」）を、また「育児」の場として、「佐保山乳児保育
所」（現・佐保山こども園）を開設し、三位一体で社会的に
も経済的にも苦難な状態にあった母子に手を差し伸べて
きた。以来、扶けを求める乳幼児から高齢者、障害を持っ

た人や、お母さんや子どもたちの安心、安全
と、その健やかな幸福を願い、地域のニーズ
に寄り添いながら、奈良市や大和郡山市で
先駆的な福祉事業を展開してきた。

〇法人のいま
　奈良社会福祉院では、夏祭りとなる「ふくしふるさと夏祭
り」など、さまざまなイベント、季節の行事を執り行ってきた
が、新型コロナウイルスの猛威により、今年も制限、自粛を
余儀なくされた。
　いまもコロナへの不安は消えていないが「苦難を乗り越
えるためには、改めて人と人との出会い、ふれあい、つなが
りの大切さであると実感した」と上田裕巳名誉理事長、上

田玲子理事長は語る。
　両氏は、「来る年がコロナを乗り越えて希望に満ちた明
るい年になればと切に願う。これまで以上に福祉を担う者
として誇りを持ち、丁寧に且つ柔軟に、発想の転換を図りつ
つ、共に歩みを進めていきたい」と話した。

今年も一年有難うございました！来年も宜しくお願い致します。今年も一年有難うございました！来年も宜しくお願い致します。
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自然とともに、時代とともに、仲間とともに、未来に向かって自然とともに、時代とともに、仲間とともに、未来に向かって

―社会福祉法人 奈良社会福祉院　創業75周年―

－みんなの和（輪）が絆（仲間）となって、スクラムを組んで、「福祉」を育てつつ、明日へバトンをつなぎます！̶

友好倶楽部（友好取引業者の会）筆頭代表幹事 柴田義太郎
ボランティア連絡会代表幹事 中島美彌子
ＯＧ・ＯＢ・ＯＴ会（卒園児保護者会連合会）会長 藤島敬之
太鼓隊・オーバーザレインボーズ代表 上田寛菜
同上後援会会長 吉本宏
佐保山春秋会（退職職員親睦会）会長 児玉晶代
職員親睦会すずかけの集い会長 市川理代
金曜会（幹部職員会）会長 上田玲子
八方会（全職員研修・研究協議会）会長 廣田都美子
五保協（5ヵ園保育協議会）会長 中村松子
こども園連絡・学習協議会座長 小林好美

職員互助会（奈良地区）会長 宇城順子
職員互助会（郡山地区）会長 秦孝子
＊新・佐保川社会福祉会館チーフスタッフ
名誉館長（総合） 上田裕巳
館長（総合） 上田玲子
副館長（総合） 上田寛菜
副館長（２階) 森本道子
副館長（１階） 厚朴隆蔵
副館長（3階） 林原由美江
副館長（屋上） 宇城順子
副館長（屋上） 中村松子
副館長（地域） 福本晃二

働く広場・佐保場長  厚朴隆蔵
同佐保路会会長  厚朴隆蔵
働く広場・高円場長  林原由美江
同分場小さなパン屋さんＭＯＭＯ店長 林原由美江
同父母の会会長  淡路谷宜弥
佐保山荘荘長 宇城順子
ライフイン・郡山荘荘長  秦孝子
寧楽の郷郷長 吉村春子
同寧楽高友会代表 小西潤一
矢田の郷郷長 桝井倫雄
同家族会会長 木下匡史

佐保山こども園園長 上田寛菜
同佐保山会会長 櫻井武
中登美こども園園長 小林浩子
同すずかけの会会長 田中江里佳
郡山西こども園園長 廣田都美子
同ひまわり会会長 飯原近子
郡山東こども園園長 森本道子
同ゆずり葉の集い会長 奥直也
佐保川こども園園長 中村松子
同保護者会会長 新開絵理子

社会福祉法人奈良社会福祉院　　名誉理事長上田裕巳・理事長上田玲子　　利用者（会）代表者及法人役職員代表一同

　聖武天皇・光明皇后陵の森に守られた園舎や園庭
には、風、光、水、土、そして生命にあふれ、子どもたち
を健やかに育んでいます。今年もコロナ禍が続きまし
たが、子どもたちがさまざまな経験を積み重ねられる
よう、日々の生活や行事を計画し行ってきました。今
年も1年本当にありがとうございました。来年もよろ
しくお願いいたします。

上田寛菜園長上田寛菜園長佐保山こども園佐保山こども園

佐保山こども園（奈良市法蓮町・上田寛菜園長）で毎年行
われる「100本もちつき会」。未来を担う子どもたちと一
緒に新年への希望を込め、力強くもちつきをした上田裕
巳名誉理事長と上田玲子理事長（中央）

今年は正岡子規の生涯を通じて人々や自然とのふれあい、つながりの
大切さを描き、子どもたちとともに作り上げた作品を職員有志でビデ
オにまとめ、上映会を行い、保護者の方からも好評の声を頂きました。

　お母さんと子どもたちへ就労や就学、また生活の支
援を行い、地域の中で自立した生活を送ることを目指
しています。
　地域やボランティアの方に来ていただいてクラブ活
動や行事は、今年も規模を縮小し行ってきました。来年
もお母さんと子どもたち一人一人にあたたかく見守
り、手を差し伸べながら、お母さんと子どもたちの"絆"
を育んでいきたいと思います。

秦孝子荘長秦孝子荘長

佐保山荘
（母子生活支援施設） （母子生活支援施設）

ライフイン・郡山
（母子生活支援施設）

佐保山荘には習字や学習指導で岸上
君子さんが、ライフイン・郡山にはまり
遊びで入戸野廣子さんがボランティア
で来て下さっています。
今年も奈良大宮ロータリークラブの会
員さんから来年4月に入学する佐保山
荘の子どもたちにランドセルをいただ
きました。ありがとうございました！コ
ロナ対策をしながら七夕などの行事も
行い、生活の充実を図りました。

　四季折々に変化する矢田丘陵の豊かな自然や歴史の積み重
ねを感じられる矢田寺や松尾寺等の史跡文化に恵まれた環境
の中で、高齢者の皆さんが施設で自分らしく健やかな生活を
送っていただけるよう、また地域で生活される皆さんにも充実
した生活を送っていただけるよう介護サービスなど提供してい
ます。今年もコロナにより行事などさまざまな活動が難しくなり
ましたが、職員一人一人が考え、意見を出し合いながらよりよい
支援を目指してきました。新しい年もよろしくお願い致します。

吉村春子郷長吉村春子郷長 桝井倫雄郷長桝井倫雄郷長

寧楽の郷
（軽費老人ホーム） （特別養護老人ホーム）

矢田の郷
（特別養護老人ホーム）

寧楽の郷（写真左）　コロナ禍の中でしたが、寧楽・
矢田の八重桜が満開の頃に、入居されている方のお
孫さんが高校進学の報告に来られ、新しい出発に笑
顔の花が咲きました。また、なかなか外出も難しいで
すがラジオ体操などで健康管理にも努めています。

矢田の郷　デイサービスでは近隣に花見に出かけた
り、特別養護老人ホームに入所されている方も施設
内を車いすで散歩したりしています。

　「働いて自立」という創業時の思いを継承し、クリーニングやパン作り、
農園・軽作業活動等の作業を通じて、生活に困窮された方や障害を持た
れた方々が自立して生活できるよう目指しています。
　今年もコロナウイルスの影響を受け、クリーニングの受注が大幅に減

少し農園の見直しなど自分たちにできることはないかと考えながら進め
てきました。いよいよ「新・佐保川社会福祉会館」が竣工し、小さなパン屋
さんＭＯＭＯが移転、カフェもオープンします！来年も一歩前への精神で
前向きに取り組んでいきたいと思います。よろしくお願い致します！

　創業・創立75周年記念事業の一環として、より時代と社会のニーズに対応
し、未来に福祉をつないでいきたいとの上田裕巳名誉理事長、上田玲子理事
長の熱い思いを具現化した佐保川社会福祉会館が完成しました。来年2月
22日にお披露目されます。
　1階は小さなパン屋さんＭＯＭＯの工房・店舗と働く広場のクリーニング取

次店、2階は法人事務局、3階は小さなパン屋さんＭＯＭＯのカフェスペース
が開設されます。
　爽やかな風が吹き抜け、光に溢れ、屋上からは若草山を一望できます。隣
接する佐保山荘、佐保川こども園と連携し、新たな地域の福祉の拠点として
展開していきたいと思います。
　また、11月12日に生駒市在住の写真家・大西忠男さんから寄贈された奈良
を中心とした日本の風景などの写真パネルを館内に展示し、自然と史跡文化
に恵まれた日本の故郷・奈良の素晴らしさを伝えていきたいと考えています。

厚朴隆蔵場長厚朴隆蔵場長 林原由美江場長林原由美江場長

働く広場・佐保
（生活保護授産施設） （障害福祉サービス事業所）

働く広場・高円
（障害福祉サービス事業所）

利用者の皆さんと職員で大きな木
のタペストリーを作りました。個性
豊かな葉っぱが彩ります。

農園活動の見直しを行い、冬に土を耕し
みんなで育ててきたジャガイモが春に収穫
できました。また、奈良大宮ロータリークラブさ
ん（中嶌大会長さん）が法人や施設の活動を理解して下
さり、獣害対策ネットや雨水タンクを設置して下さいました。
今後も継続して応援して下さる予定です。本当にありがとうございます。

　初代園長の上田裕巳名誉理事長先生が発案さ
れ、これまでたくさんの方々が大切に育てて下
さった"小さな森"は四季の流れの中で鳥や虫たち
も訪れ、変化する姿に子どもたちは目を輝かせて
います。寒い木枯らしにも負けず子どもたちは外
遊びを楽しみ、新しい春を呼ぶ声が聞こえてきま
す。来年もご指導よろしくお願いいたします。

小林浩子園長小林浩子園長中登美こども園中登美こども園

オレンジ色の大きな柿が小さな森に秋が来たことを知らせてくれました。手の
ひらよりも大きな柿に大喜び！また、コロナ対策をしながら音楽参観を行い、タ
ンバリンやトライアングルなど様々な楽器に触れ、心を一つに演奏しました。

　ＪＲ郡山駅から近く、団地の中に
あり、中登美こども園の"小さな森
"づくりをモデルにして"げんき森"
づくりを展開し、さまざまな木々
や草花を育てています。今年もコ

ロナ禍の中でしたが、職員、保護者、地域やボラン
ティア等の皆さんと一緒に、子どもたちの健やかな
成長を守ってきました。新しい年もよろしくお願い致
します。

森本道子園長森本道子園長
郡山東こども園郡山東こども園

秋の参観では5才児が鼓隊演奏に取り組み、日頃の成果
を保護者の方に見て頂きました。また、クリスマス会には
子どもたちに一足早くサンタクロースが来てくれました。

中村松子園長中村松子園長
佐保川こども園　佐保川こども園　 秋の遠足ではミカン狩

りに出かけ、子どもた
ちは笑顔で大きなミカ
ンを抱えていました。
また、消防署の方も立
ち合いのもとで、複合
施設の佐保山荘と合
同で防災訓練を行い、
子どもたちも防災の意
識を高めました。

　社会や地域のニーズの高まり
により、令和3年4月に法人内の他
の4園に続き、幼保連携型認定こ
ども園「郡山西こども園」に移行し
ました。残念ながら今年もコロナ

により生活や行事も制限されていますが、 "すくすく・
のびのび・ひまわりっ子"を合言葉に、子どもたちの笑
顔を来年も大切に守っていきたいと思います。

廣田都美子園長廣田都美子園長
郡山西こども園郡山西こども園

佐保川社会福祉会館完成！佐保川社会福祉会館完成！

宇城順子荘長宇城順子荘長

おうし座の最も明るい星が
アルデバラン

今日、創業記念日今日、創業記念日

　社会福祉法人奈良社会福祉院
（奈良市法蓮町、上田裕巳名誉理
事長、上田玲子理事長）が今日25
日に創業75周年、来年2月22日に
創立記念日を迎える。同院ではこれ
を記念して、現在の法蓮町にある本
部を「佐保川社会福祉会館」として
整備、創立記念日には、「竣工・披露
の集い」を挙行する。同院の上田裕
巳名誉理事長、玲子理事長は「これ
まで私達を支え、導いて下さった
方々に感謝の気持ちでいっぱい。
法人の原点を振り返りつつも、未来
へ、福祉の心を継承したいと思う」
と話す。新会館に込めた思いを紹
介する。

※写真撮影時のみ、マスクをはずしています。


