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特集  マーシ園創立 60 周年記念事業
10 月 18 日八乙女食堂にて木の香・八乙女利用者へ南米アンデス地方の民族音楽を披露しました。

演奏曲「コンドルは飛んで行く」

　社会福祉法人マーシ園は、昭和 34 年 12 月 1 日、旧井波町山見地内で身体障害者授産施設として事業を開始し、一度井波
栄町に移転したのち昭和 48 年 5 月 31 日より、現在の谷地区に再移転し今日にいたります。障害者福祉と地域福祉の充実に
向け変遷を重ねています。
　昨年 60 周年を迎え 10 月 19 日に南砺市井波総合文化センターにおいて創立 60 周年記念式典を催しました。開会の前に

「マーシ園 60 周年の歩み」をショートムービーにまとめ上映しました。またマーシ園の新しい法人旗を披露させていただき
ました。この旗は昨年 6 月にライオンズクラブ国際協会北信越地区様、砺波ライオンズクラブ様、となみセントラルライオ
ンズクラブ様合同にて寄贈いただいたものです。つづいて、これまで当法人に多大な貢献をいただいた、清都邦夫前理事長
をはじめ 5 名の個人及び団体の皆様に、島田理事長から感謝状と記念品を贈呈させていただきました。
　式典終了後、記念公演として第一部「となみ野民遊会」の皆様より民謡・民舞を披露していただきました。第二部、南米
アンデス地方の民族音楽グループ「INKAÑAN（インカニャン）」によるフォルクローレ演奏で盛大に会場を盛り上げていた
だき、式典ならびに記念公演を終了しました。
　創立 60 周年という新たな出発に際し、「慈愛の心で地域に根ざした福祉をめざします」を基本理念とし今後もさらに地域
福祉の発展に力を尽くし、これからも選ばれる法人として進んでまいります。

受付が始まりいよいよです。 地域の皆様も多数来場されました。 物販コーナーも盛況です。

利用者さんも笑顔です。

INKAÑAN様　お疲れ様でした。ご来場の皆様ありがとうございました。

INKAÑAN（インカニャン）プレ公演
（有）アンデスの風代表の山崎和幸です、南米
アンデス地方民族音楽をお楽しみください。

島田理事長より INKAÑAN の紹介です。
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　マーシ園創立６０周年記念式典・公演に約２５０名の参列があり、盛大に開催できましたこと厚くお礼申し上げ
ます。式典の立案・実施、オープニングのショートムービー、記念誌や記念品に至るまで全てマーシ園の手作りで、
それぞれの職員の持ち味が結実し、来場者やマーシ園利用者だけの行事でなく、我々職員も達成感を味わいました。
記念公演も理事長の熱意で１年前に決め、素晴らしかったとおほめの言葉をいただきました。
　今日のマーシ園を築いていただいた役職員をはじめ地域の方々や関係の皆様に感謝し、新しい令和の始まりに、
真新しい園旗のもと職員の知恵と行動力を結集して６１年目の第一歩を力強く踏み出していきたいと思います。
　障害者一人ひとりに寄り添い、輝かしい歴史と伝統をさらに発展させ、地域に愛されるマーシ園となるよう一層
努めてまいります。これからもマーシ園をよろしくお願いいたします。

創立６０周年記念事業を終えて

本部事務局長　豊川　覚

感謝状贈呈（左より御紹介）
清都邦夫様
関西電力株式会社水力事業本部庄川水力センター様
シーツ交換ボランティアグループ様
株式会社赤坂柿山富山工場様
公益社団法人となみ青年会議所様 ライオンズクラブ様より寄贈いただいた新法人旗の披露です。

来賓祝辞　南砺市長　田中幹夫様 マーシ園利用者代表　挨拶 中西進様

式典

公演

第一部となみ野民遊会

第二部 INKAÑAN
南米アンデス地方の民族
音楽の演奏です。
伝統的なフォルクローレ
演奏を得意とするリズミ
カルでパワフルな演奏で
す。

亀ヶ谷翔声会長をはじめとなみ野民遊会の皆様による、全国の民謡民舞の披露です。
最後は富山県の民謡「越中おわら節」との哀愁ある音色と踊りを楽しんでいただきました。
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　令和最初の社会見学は、9 月 5 日に石川県にある「のとじま水族館」へ利用者 21 人、職員 9
人の計 30 名で富山県福祉バスを利用し行ってきました。ペンギンの道路での団体行動や水槽の
珍しい魚に感銘をうけました。圧巻だったのは、なんとの利用者さんによるイルカの調教でした。
手を上げて合図すると、高くジャンプで応えてくれました。お昼は、七尾フィッシャーマンズワー
フにて海鮮丼など海の幸をいただきました。       

なんと共同作業所

           

　日中活動は、作業中心の日課です。お菓子の箱折りや組み立てのほかに、自動車部品の組み立
てもしています。菓子箱は、季節感にあふれた物が多く、春間近にはバレンタイン、夏は縁日、
秋は七五三、冬はクリスマスなど四季の事物や年中行事に合わせた色、形、模様の箱があります。
建物の中にいて季節を感じながら、利用者のみなさん頑張っています。また、環境整備もしっか
りと行っています。         
 

社会見学 

作業風景

のとじま水族館
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　富山市総合体育館へ、富山グラウジーズ VS 三遠ネ
オフェニックスの試合を観にいってきました。試合は
見事グラウジーズが勝利して大盛り上がりでした。昼
食はしゃぶしゃぶのバイキングでお腹いっぱい！

  ボリューム満点の台湾料理
を食べて “食欲の秋” を感じ、
富山福祉短期大学の車椅子バ
スケットボールサークル
REAL の学生さんたちと一緒
に “スポーツの秋” を満喫し
てきました。

　今年の目玉は紅白歌合戦！
衣装もバッチリきめて盛り上
がりました。ゲスト審査員の
中には今年の顔とも言える菅
官房長官？やリーチ・マイケ
ル？も参加していました。そ
のあとの会食は昨年に引き続
き和伊之介さんのイタリアン
をいただきました。

10 月 6 日 ( 日 )
グラウジーズを応援しにいこう

9 月 28 日 ( 土 )　
秋を感じる満足ツアー

キャンディーズに
なりきってます。

クリスマス会
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八乙女・すてっぷ
　9 月 18 日・24 日、日帰りで飛騨高山方面へ社会見学に行っ
てきました。飛騨高山まつりの森で昼食をいただき、館内に
ある、世界一の大太鼓の前で記念写真を撮りました。
　昼からは城下町の中心、商人町として発達した古い町並み
と出格子の連なる軒下を散策しました。バスの中ではクイズ
大会をして楽しい一日を満喫しました。

社会見学
飛騨清見 IC 経由し、飛騨高山まつりの森へ着きました。

お土産はどれにしようかな
趣のある街並みです
グループで行動です。

　10 月 23 日、日帰りでイオン高岡へ福祉バスを利用して社
会見学へ出かけました。利用者さん 28 名、リニューアルオー
プンしたばかりの店内でショッピングや昼食を堪能し明日から
の仕事の鋭気を養いました。

8 月 27 日
南砺市いなみ国際木彫刻キャンプへ
見学に行きました。

　平成 28 年 4 月建立、令
和元年 5 月に修復し、11
月22日には木彫班利用者・
職員にて暴風ネットで雪囲
いをしました。

　12 月 9 日  洋裁・編物班にて針供養と
お茶会をしました。道具に感謝し裁縫技
術の上達を願い、使い古した針を大根に
刺し感謝しました。　

針供養

行事



　5 月 30 日・31 日に第 22 回国際福祉健康産業展が名古屋市国際展
示場で開催され 2 班に分かれ、見学に行ってきました。80 余りの企業
や団体が出展しており、最新の福祉機器などが多く展示されていまし
た。当施設では使用していない、スライディングシートや介護浴槽な
どいろいろな福祉機器を実際に使用し、体験してきました。木の香で
も取り入れるといいなと思う福祉機器もあり、後日研修の報告会を行
いました。利用者さんが安全に、そして安心した生活を過ごせるよう、
最新の福祉機器の見学や勉強会を今後も行っていきたいと思います。

　12 月 25 日、クリスマス会を行いました。クリスマス会ではビンゴゲームをし、サンタク
ロースからプレゼントが配られました。ビンゴゲームではなかなか数字が揃わず、当たった
時は皆さんとても喜んでいました。最後にはクリスマスのデザートも配られ、たくさんの笑
顔を見ることが出来ました。

7

木の香
クリスマス会

　エアコンは利用者の皆様の体調管理には欠かせない設備です。木の香では開所より 15 年が
経過し故障も頻発していたため、この度 92 台の室内機・8 台の室外機全てを更新させていた
だきました。また「電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金」を活用し、一定以
上の省エネ性の高い設備に更新しています。
　9 月後半から 10 月末までの約 1 か月の工事期間は、空調が使用できないことや作業などに
よりご迷惑をおかけしましたが、現在は「前より効きが良い」など好印象のコメントを皆さ
んからいただいております。寒い冬、暑い夏を快適にお過ごしいただければと思います。

国際福祉健康産業展

（木の香　空調更新工事）
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寄　付　金

寄 贈 物 品

作業ボランティア

利用者交流

行事等支援

富山市　赤い羽根共同募金助成事業
富山市　NHK 歳末たすけあい義援金
南砺市　箭原みさお

南砺市　越中一宮高瀬神社
南砺市　スーパードーム福光店
南砺市　清都酒店
南砺市　三清かぶらずし酵房
南砺市　谷川農園
南砺市　山本武夫歯科医院
南砺市　院瀬見児童クラブ
南砺市　知る葉グループ
南砺市　氏家政子
南砺市　木下秀明
南砺市　河合洋子
南砺市　山崎俊昭
砺波市　株式会社　スリーティ運輸
砺波市　湯谷亭
富山市　富山県野菜出荷組合協議会
富山市　公益社団法人　富山県善意銀行
富山市　第一興商
小矢部市　渡辺昭治
魚津市　小川桂子

招待など
砺波市　福祉市民部　社会福祉課　

南砺市　双葉グループ
南砺市　栂の木グループ
南砺市　知る葉グループ
南砺市　若葉グループ
南砺市　ピッコログループ
南砺市　鳳泉会
南砺市　赤十字奉仕団

南砺市　ボランティア連絡協議会　井波支部
南砺市　南砺福野高校福祉科 3 年生
砺波市　関西電力北陸支社
砺波市　寺岡京美
射水市　富山福祉短期大学
　　　　　　車いすバスケットボールサークル「REAL」

南砺市　井波地域中核農業士協議会
南砺市　上山見壮年会
南砺市　となみ青年会議所福野コミュニティー
南砺市　南砺市ボランティア連絡協議会井波支部
南砺市　南砺市ボランティア連絡協議会福野支部
南砺市　南砺市商工会青年部井波支部
南砺市　福野青葉幼稚園
南砺市　北陸銀行井波支店　
南砺市　マーシ園災害協力隊
南砺市　和伊之介
南砺市　山田和枝
南砺市　地域包括医療ケア部福祉課障害福祉係 有志
南砺市　南砺福野高等学校 有志
南砺市　砺波厚生センターメンタルヘルスサポーター 有志
南砺市　岩佐文男
南砺市　寺井正夫
射水市　富山福祉短期大学 有志
富山市　富山国際大学 有志

皆様のおかげで、マーシ園は 60 周年を迎えることがで
きました。利用者様、ご家族様、そして地域の皆様の支
えとなることが出来るよう、より一層励んでまいります。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

編集後記

敬称略平成 31 年 1 月～令和元年 12 月　それぞれの善意に厚く御礼申し上げます。
善意に感謝　

制作・デザイン　マーシ園 PCワーク
〒932-0242 　富山県南砺市谷 142
Tel:0763-82-6000   http://www.mercy-en.or.jp




