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社会福祉法人連絡会設立
社会福祉法人連絡会設 立

4/13 伊豆の国市社会福祉法人
連絡会が設立されました。市内に
ある社会福祉法人（障がい、こども・
子育て、高齢者介護、社協等運営）
11 法人 16 施設が手を取り合いま
す。多様化・深刻化する生活課題
の解決に向け連携・協働すること
が目的です。当日は、静岡県社会
福祉協議会の西村様に講演頂き、
社会福祉法人の役割を今一度確
認させて頂きました。キーワードは
キーワードは
「 協働」。」
協働 」。」住民
」。」 住民、
住民 、 行政、
行政 、 社会福祉法
人がそれぞれの強
がそれぞれの強みを活
みを活かし、
かし、対
等な立場で
立場で協力し
協力し合い、地域課題
を解決することが
解決することが求
することが求められます。
められます。

入職おめでとう
入職おめでとう！！
おめでとう！！

4/2 入職式が行われました。当
施設には、小田桐 乙女さん（写真
前列左から 2 番目）、矢田 結衣那
さん（写真前列一番右）が介護職
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員として入職しました。今回は 2 名
のインタビューを掲載します！
■小田桐 乙女(ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｵﾄﾒ)さん
Q.介護の仕事を選んだ理由は？
A.体
体を動かす仕事
かす仕事がしたかったこ
仕事がしたかったこ
とと小
とと小さい頃祖父母
さい 頃祖父母と
頃祖父母と一緒にいる
一緒にいる
ことが多
ことが 多く 、話をすることが好
をすることが 好きだ
からです。
からです。
Q.仕事をしてみての感想は？
A.思
思っていた以上
っていた以上に
以上に体力を
体力を使うの
で、体力をつけたいです
体力をつけたいです。
をつけたいです。
Q.これから、どのような介護職員に
なりたいですか？
A.どんな
どんな時
どんな時も笑顔で
笑顔で対応できる
対応できる介
できる介
護職員になりたいです
護職員になりたいです。
になりたいです。
■矢田 結衣那(ﾔﾀ ﾕｲﾅ)さん
Q.介護の仕事を選んだ理由は？
A.利用者様
利用者様の
利用者様の笑顔を
笑顔を見て、自分も
自分も
笑顔にしてあげられたらいいなと
笑顔にしてあげられたらいいなと思
にしてあげられたらいいなと思
ったからです。
ったからです。
Q.仕事をしてみての感想は？
A.利用者様
利用者様 1 人 1 人ペースが違
ペースが違く
そのペースをつかむのが難
そのペースをつかむのが 難しかっ
た です。
です 。 また、
また 、 声 の 大 きさが難
きさが 難 しく
早 く 慣 れたいと思
れたいと思 った。
った 。 周 りに目
りに目を
配 り 、 利用者様にケガがないよう
利用者様 にケガがないよう、
にケガがないよう 、
お手伝いしていきたいです
手伝いしていきたいです。
いしていきたいです。
Q.これから、どのような介護職員に
なりたいですか？
A.毎日笑顔
毎日笑顔を
毎日笑顔を忘れず、
れず、利用者様に
利用者様に
も笑顔で
笑顔で過ごしてもらえるよう、
ごしてもらえるよう、自
分 が 明 るく元気
るく 元気で
元気 で 介護ができる
介護 ができる
職員になりたいと
職員になりたいと思
になりたいと思います。
います
笑顔を忘れず、一緒に頑張りまし
ょう！ 皆さんも見かけ
たら、声を掛けてあげ
てください！

☆韮山・ぶなの
韮山・ぶなの森
・ぶなの森の顔（職員紹介コーナー
職員紹介コーナー）
コーナー）☆
第 21 回目は、デイサービス生活相談員（リーダー） 内山です！
名前：内山 浩子(うちやま ひろこ) 出身地：三島市
ひとこと：福祉の職に就き 12 年目になります。毎日、職員
協力のもと新しい事にチャレンジし、ご利用者様と一緒に
笑顔で楽しめるデイサービスになる様、がんばっています！
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今月の
今月の施設長
二刀流で連日活躍するアストロ
ズの大谷翔平選手は、意識してグ
ラウンドのゴミを拾っているそうで
す。メジャーへ移籍後も続けており、
スーパースターの片鱗を伺わせま
す。現侍
現侍ジャパンの
現侍ジャパンの稲葉監督
ジャパンの稲葉監督が
稲葉監督が日
本でその光景
でその光景を
光景を目の当たりにして
「人が捨てた“
てた“運”を拾っている。」
っている。」と
。」と
表現した
表現したほどだそうです
したほどだそうです。
ほどだそうです。「ゴミを
拾う」のは小さな行為ですが、私が
この記事を読んで自身の
未熟ぶりを実感した次第
です。（施設長 安河）

かいご情報
かいご情報
介護職員初任者研修のご案内
です。函要会では、7 月～8 月初任
者研修を函南・ぶなの森で実施す
る予定です。資格取りたい方、是非！

リハビリのすすめ

栄養だより
栄養だより

ナースの一言
ナースの一言

デイサービス訓練士のエンドウ豆
です（本名：遠藤俊介）。5 月になる
と徐々に暑くなってきます。気温が
高くなると注意しなければならない
のが〝熱中症〟です。熱中症はアニ
メなどに熱中して夜更かしするこ
とではなく、体温が上がりすぎて体
が危険信号を出している状態です。
夏場は皆様注意しますが、意外と
5 月から熱中症の方は増えます。
運動すると筋肉から熱が出て暑く
なるため、体操をする際に
は体を冷やす方法も考え
てみてはいかがでしょうか。

4 月 8 日に『第 3 回桜まつり』に参
加させていただきました。韮山・ぶ
なの森は、毎年参加させていただ
いていますが、今年も恒例の『フラン
クフルト販売』をいたしました。天候
にも恵まれ、絶好の散策日和となり、
大勢の地域の方々が、桜まつりを楽
しまれていました。私たち職員も、不
動の滝までの散歩コースを歩き、気
持ちの良い汗を流しました！地域の
方々との交流により、
楽しいひと時となり
ました。(管理
栄養士 三橋)

4 月から生活習慣が変わった方
も多いと思いますが、十分に睡眠は
取れていますか？今回は不眠症に
ついてです。不眠症には 4 タイプあ
ります。入眠障害、中途覚醒、早朝
覚醒、熟眠障害。タイプに合わせた
睡眠薬を医師に相談することも必
要です。生活習慣の工夫として、就
寝時刻・就寝前の酒量・喫煙・カフェ
ドリンク・適度な運動・寝室環境・飲
水量等を調整すると薬にたよらず
良眠につながり
ます。 (看護職
志村)

サービスのご案内
サービスのご案内 （平成 30 年 4 月 24 日現在）
日現在）
入居（
入居（特養）
特養）

※ぜひお問い合わせください！

現在、定員 70 名入居。待機者
待機者 14 名(介護 3 以上で、すぐ入居希望の方)。ご相談、施設見学に是非お越し

担当：河野・飯塚

下さい！ 全室個室のユニット型施設です。

ショートステイ
ショートステイ

短期滞在型、宿泊介護サービス。完全個室で 10 部屋ございます。 2 ヵ月前よりご予約受け付けしてお

担当：志村・塩谷

ります。要支援の方も利用可能です。お問い合わせやご見学等、お気軽にお声掛けください。

デイサービス

定員 25 名。総合事業、要支援 1・2、要介護 1～5 の方を受け入れております。

担当：内山・伊東・矢澤

ホームヘルパー
ホームヘルパー

ｻｰﾋﾞｽ提供時間
ｻｰﾋﾞｽ提供時間 9：00～
00～17：
17：10 温泉を
温泉を是非堪能ください
是非堪能ください！
ください！
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 5 名体制。きめ細やかなｻｰﾋﾞｽを提供しています。

担当：志村・塚本

自費ｻｰﾋﾞｽあり、介護保険の認定を受けていない方でもご利用になれます（買物・掃除等）。

ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 3 名体制（澁谷、太田、千喜良）。主任ケアマネｰジャー配置しています。

担当：澁谷・太田・千喜良

配食ｻｰﾋﾞｽ
配食ｻｰﾋﾞｽ

いつでも相談に応じます。お気軽にお電話ください。 直通電話：055-940-0036
伊豆の国市の委託事業で、ぶなの森で作った昼食をお届け致します。

担当：三橋

管理栄養士の考えたバランスの良い食事を、笑顔を添えて手渡しでお届けしています。

行事予定

ぶなカフェ(
ぶなカフェ(認知症カフェ
認知症カフェ)
カフェ) 5/20(
20(日) 14
14:00～15：
15：30 開催！
開催！ 今回は、楽だら体操です。
温泉を使用した足湯、介護についての相談 毎回予定しています。
募集要件

求人案内
一緒に働いてくださる職員さんを募集しております。
ホームページやハローワークにおいてもご案内しています。
新規採用、
新規採用、中途採用の
中途採用の方も安心して
安心して働
けるように、ﾌｫﾛｰ
して働けるように、
ｱｯﾌﾟ研修
ｱｯﾌﾟ研修を
理念や求める人材像
める人材像を
共有しています！
研修を行い、理念や
人材像を共有しています
しています！

編集後記
こんにちは。花粉症による鼻詰
まりが治り、食事の味が分かる
ようになった杉本です。4 月・5
月は新しいことも始まり、各方
面でも総会や顔合わせが多い
時期ですね。情報社会が進み
効率化されるなか、顔を合わ
せる機会・皆で集まる機会とい
うのが貴重に思え
る今日この頃です。

部

署： デイサービス

勤務形態： 運転手(送迎・配食等)
問い合わせ： 担当/安河・杉本
詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ先
わせ先

研修の様子

