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社会福祉法人 新生会
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障害に直面した場合でも「最後までお世話させていただ
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保健を専門とする学校が増加し
たにも拘らず。そして福祉の仕

理事長

原

事をしたいと思っている若人が

慶子

増加しているにも拘らず。
なぜなのでしょうか？ 福祉

現場を希望する若人は、福祉の仕事の中に手応えのあ
る人間関係と生き甲斐を実感しながら自分らしく輝い
て生きられるという期待があるからだと思います。し
かし実際は営利を目的とした介護ビジネスが主流とな
り、社会福祉はその影になってしまったかのようです。
大変に人間として悲しむべき情況です。
そこで私ども新生会は真の福祉の仕事の喜びを、福
祉に関心をもつ若人や第二の人生を有意義に過ごそう
と考える大人たちと分かち合うために、共に働くスタ
ッフを広範囲に募集して行く決意をいたしました。
20 数年前、私は「福祉文化」を日本社会に根付か
せたい一心でこんな一文を表明いたしました。

私たちにとって「福祉」とは人が生き生きと生きるこ
とです。人が生き生きと生きるとは誕生から死にいたる
までその人が唯一無比の個性を活かしきるということな
のです。そこに創造があり、その総体が文化です。

めざしたい。
新生会をあなたの人生の身近なフィールドとして、
自己成長と社会貢献にチャレンジしてみませんか。
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は人手不足が進行していると言

真の人によって支えられる福祉の仕事、それが「文化
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法人として設立認可され、同年生活保護法に基づく養老
る。初代理事長 原正男（1906（明治 39）年〜 1999
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相互に連携、協働し「loving care と skillful art」をモット
ーにして愛に基づく福祉コミュニティを形成しています。

■保健医療系
高齢期を迎えた方々の健やかな生活維持、心身の癒しと機
能回復に医療専門職として力を尽くします。

【職種】医師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、
鍼灸師、マッサージ師

■介護福祉系
施設及び地域で生活する高齢者が、その人らしく最後まで
快適に生活できるように熟練した技能をもってあたたかな
ケアに心尽くします。

【職種】ソーシャルワーカー（社会福祉士）
、ケアマネジャー
（介護支援専門員）
、ケアワーカー（介護福祉士）
、管理栄養
士、栄養士、調理師、園芸療法士、音楽療法士、ホームヘ
ルパー（訪問介護員）
、通所系職員、送迎運転手

■アドミニストレーション系
創業の理念に基づいて本部事務所を中核に、法人全体の管
理運営の業務を遂行し、また各施設の管理運営の総括的責
任を担います。

【職種】各施設長（園長、館長、所長）
、本部事務所職員（事
務所長、総務部、経理部、管財部、営業部）

■メンテナンス系
建物及びライフラインの保全管理、環境整備、リネンサプ
ライ、車両点検・運行等の業務を通して、日常生活が清潔
にかつ快適に過ごせるよう万全の心配りをします。

「研究・研修・発表活動」について
新生会には、下記のような研究・研修制度があり、スキル
アップを図っています。
また、職員個々が介護福祉士・社会福祉士などの各種資格
取得に積極的にチャレンジし、研鑽を重ねています。
１．新任職員研修会
２．海外研修
３．公開教養講座
４．職員研修会
５．ソーシャルワーカーゼミナール
６．カウンセリングセミナー
７．各種プロジェクト会議
８．職種別研究会
（アドミニストレーション研究会、栄養調理研究会、看護研
究会、ケアワーク研究会、ソーシャルワーク研究会、統合医
療サービス研究会、チーフケアワーカー勉強会、エコプロジ
ェクト、リスクマネジメントプロジェクト )

※ その他、外部の各種研修会・講習会への参加や、研究成
果の発表も行われています。

楽しく安心して働くために。
職員会「 睦会 」のご紹介
新生会には、
「睦会」という職員会が
あり、歓迎会、スポーツ大会、職員旅
行、忘年会などの各種企画を設け、職
員相互の親睦を図っています。
また、華道部・軽音部・ゴルフ部・

【職種】保全職員、ランドリー職員、ハウスキーパー

カウンセリングセミナー

職員旅行

ソフトテニス部・長距離走部・フィッ

■その他の職員

共に歩む︑あなたへのメッセージ︒

新生会には多種多様な職域、職種があります。私たちは、

もっと未来へ︑可能性を求めて︒

活躍の場︑広がっています︒

新生会福祉コミュニティに求められる職種

トネスクラブなでしこ・ボウリング部・

・チャプレン

た各種サークル活動で、交流を深めて

ケアに従事します。

います。野球部は、全国大会にも出場

・カウンセラー

野球部の活動風景

あなたが自分らしく輝ける場所、それが新生

毎日の食生活を楽しく健康的に。そんな思い

会です。
自分の可能性と素敵な未来に向けて、

から日々の業務に励んでいます。私達と一緒

私たちと共にチャレンジしてみませんか！

に居住者の方の食事づくりに挑戦しませんか。

ソーシャルワーカー

調理師

マチュアホーム 穏和の園 ソーシャルワーカー

新生会ウエルカムセンター 調理課 チーフ

居住者の皆様の生活をお手伝いさせていただ

健康な生活には、食事が不可欠です。利用者

くための「人」の懸け橋となる役割が新生会

の「おいしい！」と笑顔を引き出すため、心

のソーシャルワーカーの仕事です。

を込めて料理をしています。

ケアワーカー

作業療法士

特別養護老人ホーム 榛名憩の園 ケアサービス課
サブチーフ

新生会診療所 リハビリテーション課 作業療法士

介護の仕事はチームで支え合い、一人一人が

私達の仕事は患者様の希望と問題点を一緒に

主人公。
チームワークを高めるのは個性です。

考えながら、リハビリテーションを行い援助

一緒にあなたの個性を活かしましょう。

し、ADL そして QOL の向上を目指します。

ケアワーカー

アドミニストレーター（事務員）

有料ケアホーム 新生の園 ケアサービス課
サブチーフ

法人本部 経理部 部長

人との出会いは一期一会。私達はその日その

本部事務所は法人が展開する多様な施設の運

時その瞬間の想いを大切に、居住者の方々の

営をサポートしています。私達と一緒にあな

その人らしさを支えるお手伝いをしています。

たの個性と能力を存分に発揮してみませんか。

関 通

森田桂輔

原澤樹里

ジョージが丘三ホーム 看護課 課長

している強豪です。

宮澤良三

遠方の職員のために、職員寮が整備されています。 利用
料は、１か月 6,000 円（水道費込み）
。鉄筋コンクリート造
２階建て、全室１K タイプです。

その方が望む生活を、最優先に考えた看護を
●職員の声

●働く環境

●求められる職種

職員寮「むつみ寮」のご案内

守り面接相談に応じます。

健康体操を楽しく指導します。

桜が丘三ホーム 食養課 管理栄養士

若林 毅

看護師

居住者及び職員のさまざまな悩み事に対して、守秘義務を

健康維持、増進のためにフィットネスはじめ、さまざまな

管理栄養士

特別養護老人ホーム 誠の園 園長

マリヤの森混声合唱団・野球部といっ

キリスト教の牧師として居住者及び職員のスピリチュアル

・フィジカル・エクササイズ・インストラクター

施設長

心がけています。あなたのパワーを私達と一
緒に居住者のケアに生かしていきませんか。

三澤香織

長屋 明

木村ゆりゑ

住友新史

