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緑(みどり)の会(かい)委員会(いいんかい)

本号は、グリーングループ創立10周年記念特別号となり
ます。
グリーングループのこれまでとこれからの展望を、一部
ではありますが紹介しています。
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ご挨拶

グリーングループ代表

グリーンライフ理事長

玉野　英和

原田　優花



皆さん、心よりありがとうございます。

　月日が経つのは早いもので、会社を興してからあっと言う

間の１０年でした。

　当時は私自身、コラージュ保土ヶ谷の管理者をやりながら、

グリーンライフの設立、ファミール名瀬の立ち上げ、保育園の

給食の請負等々、様々な事が同時進行しており、毎日が目

まぐるしいスピードで過ぎていました。本社もアパートの一室を

借りての小さな事務所で、職員の人数も少なく閑散としており

ました。

自分の使命 ～

だからこそ出来る

　その後、グループホームだけでなく、介護事業所や保育園、

就労B型事業所、移動支援など、その時に必要だと思われ、

皆さんが希望してくれた事業所を手掛けていきました。ある

年度では、４か所ものグループホームを立ち上げた年度もあ

り、今となれば職員皆さんがよくついてきてくれたものだと感

謝しております。その当時の忙しさは正直、よく覚えていませ

ん。忙しく大変ではありましたが、何か希望に溢れ、辛さや大

変さを忘れるほど、充実していたと思います。

　10年を迎え、これからのことを考えれば、他では出来ない、

『グリーングループだからこそ出来る』という法人になっていけ

ればと考えております。現在の事だけを考えるのではなく、将

来も皆さんが安心して自分らしく暮らしていける、そのお手伝

いを他とは違う目線で、支えていける法人を目指していれば

と思います。

10年間支えてくれたご利用者さまと全職員に感謝し、今後も

皆さんを支えていける様、頑張りたいと思います。

グリーングループ代表

玉野　英和

おも

き

　そんな中、自分の使命感を感じていたことが、ファミール

名瀬を立ち上げた際に、入居の希望を出してくれていた

にも関わらず、入居を断らなければならなかったことに、大

変申し訳なく、何とかしなければとの思いから、当時まだま

だ足りないグループホームを作っていく事が自分の使命だ

と決め、ファミール茅ヶ崎ⅠⅡとファミール茅ヶ崎Ⅲを同時

に作り上げました。

グリーングループ
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創立10周年を迎え

私の想い

　その頃は、まさか自分が理事長に就任するとは夢にも思っていませんで

したが、迷っていた私を導いてくれた玉野社長、光となってくれたご利用

者様の皆様、こんな私でも信じて付いてきて下さる職員の皆様への心から

の感謝を形にすべく、これからも全力でこのお仕事に向き合っていきたい

と思っています。

　グリーンライフ理事長の原田優花です。

　この度、法人がなんと10周年を迎えたということで、私の想いを綴る場を

用意して頂けました。長くて拙い文章ですが、最後までお付き合い頂けた

ら嬉しいです。

ちょうど自分の将来や進路を考えている時期で、子供の頃から夢だったトリ

マー(犬の美容師)になりたいと、その事だけを考えて進路を決めました。そ

の後無事トリマーの専門学校に入学し、技術を学び、手に職をつけ、夢

だったトリマーとして働く事ができて、充実した日々を送っていました。

　働き始めて1年が経った頃、色々あってトリマーの仕事を辞めざるを得な

くなってしまいました。子どもの頃からの夢が潰えて、どうしようもなく辛くて

悲しかったことを今でもよく覚えています。

　トリマーとして働いていく事以外に興味が無かった私が次に何をすれば、

どうすれば良いのか分からなくて悩んでいた所を、玉野社長に声をかけて

頂きました。『介護の仕事を体験してみない？』『移動支援の仕事、ヘル

パーさんが人手不足だから手伝いでやってみないか？』と。介護も移動支

援も未経験ではあったものの、私は学生時代のアルバイトで『人に笑顔に

なってもらえる仕事』『人に喜んでもらえる仕事』に楽しさを見出していたの

で、玉野社長のお誘いに乗ってみることにしました。

　ここから私の人生は180度変わりました。

　移動支援のお仕事では、たくさんのご利用者様と色々な所に行って、たく

さんの『ありがとう』と『楽しかった！』を頂きました。介護のお仕事でも、たく

さんのおじいちゃん、おばあちゃんに『ありがとうね』『あなたがいると楽しい

よ』を頂きました。ご利用者様たちの優しい言葉は、夢を失って進むべき道

を見失っていた私にとって、まさに進むべき道を示す一筋の光のようでし

た。

一昨年お腹に娘を授かり、昨年の1月に出産、今は育児に精一杯でお仕

事からは少し離れてしまっていますが、今春には復帰する予定です。今は

まだ未熟ですが、もっともっと色々なことを学び、皆さんが安心して付いて

きて下さるような頼れる理事長を目指して精進していきたいと思います。

　法人が設立された10年前、私はまだ17歳の高校2年生でした。

そして、これからの具体的な目標として『年齢や性別、家庭の事情や障

がいの有無など関係なく、どんな人でも自分の持つ能力を100%発揮す

る事が出来る職場を目指す事』と、『ご利用者様が心から安心して笑顔

で過ごす事が出来る居場所づくり』を掲げます。

　女性だから、男性だから○○の仕事は向かないだろう。高齢だから、

若すぎるから△△の仕事は難しいし、出来ないだろう。小さい子供がい

るから仕事を休まれると困るし雇えない。障がいがあるから××の仕事

は難しいんじゃないか。など、世の中は偏見で溢れています。確かに難

しい事だってあるかもしれません。それでも、仕事の内容や勤務時間、

勤務形態を柔軟にしていく事で出来るようになる事もたくさんあるはずで

す。こういった偏見をなくし、どんな人でも気持ちよく働く事が出来、一人

一人が最大限に能力を発揮し活躍する事ができるよう、支援していく事

が出来る会社にしていきたいと考えています。職員の皆様が気持ちよく

働く事が出来るということは、ご利用者様皆様が安心して笑顔で過ごす

事が出来る居場所作りにもつながるはずです。少しずつでも、より良い

法人にしていけたらと思います。

　長くなってしまいましたが、グリーンライフをもっともっと良くしていきたい

という気持ちは本物です。まだまだ経験も浅くて未熟な私ですが、支え

て下さる皆様のお気持ちに応えるため、より一層努力・精進していきま

す。

10周年と言わず20周年、30周年を迎えられるように、これからも末長く、

どうぞよろしくお願い致します。

原田　優花
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2015年 2016年

グリーングループ10年の歴史 

2022年2月、11月に、株式会社グリーンサポート、NPO法人障がい者支援グリーンライフ、共に創立10周年
を迎えることができました。 
創立10周年を記念し、「グリーングループ 10年の歴史」をまとめました。10年間の歩みをご覧ください。 

『グリーングループだからこそ出来る』の実現へ
2012年 2013年 2014年 2020年 2021年 現在2017年 2018年 2019年

創業　使命への挑戦

ファミール瀬谷 開所

ファミール茅ヶ崎Ⅳ 開所

コラージュ保土ケ谷 運営業務開始

ファミール松尾 開所

フーズサポート開所

ファミール今宿 開所

ファミール長後 開所

ＮＰＯ法人障害者支援グリーンライフ 設立

株式会社グリーンサポート 設立

ファミール名瀬 開所

ファミール岡崎 開所

コラージュ保土ケ谷 委託業務開始

ファミール茅ヶ崎Ⅰ・Ⅱ 開所

ファミール茅ヶ崎Ⅲ 開所
コラージュ辻堂 開所
ひまわり大庭 開所
ぷちぷち茅ケ崎 開所
ファミール原宿 開所

ぱぴこ 開所 ファミール松尾Ⅱ 開所

ファミール松尾地鎮祭

現在

ファミール松尾は、平成28年（2016年）10月開所のグルー
プホームです。近くには、 スーパー・コンビニ・医院・市役所
出張所・100円ショップ・郵便局・バス停多数・公園と、生活
に必要なお店や施設がすべて揃っています。 そのわりに回
りは静かな住環境です。新築の建物、素敵な環境、新しい職
員で入居される皆様を温かくお迎えします。 

原宿工事中

ファミール原宿は、平成29年（2017年）3月開所の男性専用グ
ループホームです。 大変広く、清潔感のある建物です。当法
人の中でも１、２を争う大きさのホームとなります。駅からは
少し離れてますが、 バス便が充実しており、近隣には買い
物、飲食できるお店が充実、近くには公園もあり生活環境も
充実しております。 

現在



2017年2月開所
就労継続支援Ｂ型事業所 ぷちぷち茅ケ崎
《いつかは自立した生活を目標に！》収入を得ることだけを目的にするのではなく、さまざまな作業に取り組むことによってコ
ミュニケーション、生活や人生を豊かに過ごして行くためのお手伝いをぷちぷち茅ヶ崎一同全力でサポートしていきます。 

利用者様が制作した「マスクストラップ」
「ネームストラップ」は販売しています。
ご自身の作ったものが、店頭に並べら
れ、販売されることは格別な思いとなり
ます。
他にも様々な作品があり、出来上がった
作品はバザーなどに出品していきます。
今後も更にチャレンジしていく予定で
す。

自主制作

リサイクル業務作業中

業務提携をしております
(株)服部商店さんでリサ
イクルするための分別作
業を行います。 

ファミール松尾Ⅱ
除草作業中
高齢者・障がい者向け施設
での清掃業務等を行いま
す。
作業後には達成感をえるこ
とができます。

廃材を使って
ペン立て

ペットボトル
のキャップを
使い籠作り

野菜の植え付け・収穫等を行います。
トマト、キュウリ、なす、ピーマン、モロヘイヤ、
バジル、自主制作用ドライフラワー用の千日
紅等の畑作業の様子です。
収穫の喜びが味わえます。

畑作業

こんなに
立派な収穫物



2014年 4月
2015年 8月
2017年10月

小規模多機能型居宅介護事業とは、人生の晩年をご自分の住み慣れた町で、ご家族やご友人達に囲ま
れて暮らせるよう、 サービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。

小規模多機能型居宅介護事業所コラージュ保土ケ谷　運営業務開始
小規模多機能型居宅介護事業所コラージュ保土ケ谷　委託業務開始

小規模多機能型居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
コラージュ辻堂　開所

季節や状況に応じた様々なイベントを開催
してきました。
今後も感染対策などをしっかり行い、ご利用
者様が楽しめる企画をしていきます。

コラージュ辻堂 敬老会

コラージュ辻堂　レクリエーション

コラージュ保土ヶ谷クリスマス会

コラージュ保土ヶ谷コラージュまつり



ひまわり大庭　お寿司イベント

食を楽しむイベントは毎回とても好評
です。
入居者様の笑顔がはじけます。

ぱぴこぷちぷち合同での海岸清掃

辻堂海浜公園前でのビーチクリーン！参加人数約２０名
天候が心配されましたが、無事に開催されました。
藤沢市議会議員 杉原えいこ先生にも参加して頂きました！

グループ会社の連携

2017年 10月 住宅型有料老人ホーム ひまわり大庭　開所

自立支援の信念のもとに、永年社会に貢献された方々に、今一度自分の個性を見出し、豊かな
環境の中で活気ある生活、楽しい生きがいを再認識していただける施設を目指しています。 

グリーングループでは利用者様同士の交流など、異種事業での連携も図っています。



編
集
後
記

創立10周年の節目に、編集を担当させていただき、あらためて私自身がグリーングループの歴史を知ることができました。今後も、皆
様に更にグリーングループを知っていただく機会を提供していきたいと思います。

株式会社了解
あにまる保育園
　　善行園・大庭園
https://.animal-hoikuen.net//

株式会社

https://g-sp.site
グリーンサポート

グ
リ
ー
ン

グ
ル
ー
プ

NPO法人 障がい者支援
グリーンライフ
https://g-lf.site/

平素は、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
お陰様をもちまして、株式会社グリーンサポート、ＮＰＯ法人障がい者支援グリーンライフ
は創立10周年を無事に迎えることができました。
これもひとえに皆様方の温かいご支援ご厚情の賜物と深く感謝いたします。
まずは、略儀ながら書面をもちまして創立10周年のご挨拶を申し上げます。

ご挨拶

グリーングループ代表 玉野　英和




