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正蓮寺の渡辺住職にお越し頂き、
当デイサービスで花まつりの行事
を行いました。お釈迦様の生誕を
祝う行事です。住職から花まつりの
由来や教えを分かり易く伝授頂き、
利用者様と笑顔で掛け合いをしな
がら進めて頂きました。
甘茶を
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5/15 廣寿司さんに来て頂き、入
居者様の前でお寿司を握って頂
きました！「今日は何の日？」と特別
な日ではないお寿司に驚きつつ、
新鮮なお寿司に大喜びでした。普
普
段 の 食事が
食事が 刻 み 食の 方も 、 握 りた
てのお寿司
てのお寿司は
寿司は刻まず食
まず食べられまし
べられまし
た！握りたてのお寿司
てのお寿司の
寿司の力、すごい！！
すごい！！

法改正と
法改正と施設の
施設の取り組み

5/19、20 特別養護老人ホームの
「第 8 回 家族説明会」を開催し、53
名の方に参加頂きました。法改正
を受けた変更点や施設の取り組
み、そして介護保険でも重要視さ
れている口腔ケアの取り組み状況
をお伝えしました。質疑応答
質疑応答・アン
質疑応答 ・アン
皆で順番に花御堂のお釈迦様に ケートにおいては貴重
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なご意見頂
甘茶をかけ、「おめでとう！」と声をか きました。
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第 22 回目は、八牧 4 丁目ユニットリーダー 木内です！
名前：木内 公哉(きうち ともや) 出身地：函南町 趣味：音楽鑑賞
ひとこと：新米リーダーで頼りないですが、ユニットメンバ
ーに支えられ感謝の毎日です。利用者様、職員が 1 つに
なれるよう、アットホームで暖かいユニットを築きたいです。
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今月の
今月の施設長
小さい頃からパソコンやゲームに
親しむデジタル世代の少年が、友
達のために考案した“分数ものさ
し”。小学校４年生以降、分数の計
算でつまずく子も多い中、その分
数を整数に置き換えることで直感
的にわかるのではと１５センチのも
のさしという形で「見える化」したも
のです。試行錯誤
試行錯誤の
試行錯誤の末行き
末行き着いた
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世代を超えてとても
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おもしろいと思いました。
いました。＜お詫びと
訂正＞先月号の大谷選手はアスト
ロズではなくエンゼルス
でした。（施設長 安河）

かいご情報
かいご情報
居宅ケアマネの千喜良です。慢
性的人材不足の介護業界。外国
人介護士の話題をよく耳にします。
受け入れ制度の「EPA」 は経済関
係強化、「外国人技能実習制度」は
技能の海外移転を目的としていま
す。いずれも介護が抱える問題【人
材不足の解消】が目的ではなかっ
たのです。世間では「日本人労働
者の代替」との認識が溢れ、「外国
の方に介護ができるか？」等の心
配事も聞こえます。
制度を
制度 を 都合良く
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歪曲 せず、
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最近は、パソコン・携帯電話の普
及で家に籠りがちの人が増えてい
ます。活動量の低下により、身体機
能の低下が懸念されます。そこで
家の外に一歩踏み出し、外の風景
や香り、周りから聞こえる音色で季
節を感じてみませんか？義務的で
苦痛な運動ではなく、笑顔が溢れ
楽しめる運動に取り組んでみて下
さい。機能訓練は、継続する事が大
事です。楽しみを持ち、日常生活の
一部にして下さい。春から夏に
移り変わる中で活動的に過ご
しましょう！(機能訓練士 佐野)

5 月 12 日に毎回恒例の菓子パン
バイキングを行いました。厨房の所
長さんは以前パンの講師をしてい
たこともありとってもお上手！！毎年
メニューが重ならないように多種の
パンを取りいれてくださります。味
見させていただくとパン屋に売って
いるパンのように本当に美味しいで
す。 皆様嬉しそうに 6 種類の中から
3 種のパンを選び、
お召し上がりいた
だきました。
(管理栄養士 三橋)

梅雨に入り、湿度が高く、日毎の
気温差・台風による気圧の変化等
で、だるさ・頭痛・めまい・風邪等不
調を訴える人が増えます。心身の
バランスを崩さない為にも食事・睡
眠・運動などの生活習慣に気を配
る必要があります。①食事：朝食は
体内リズムを整え、脳・体のエネル
ギー源を補給し、代謝を高めます。
②睡眠：疲労回復・気分の沈みを
改善し、生活リズムを整えます。③
運動： 全身の血流を良くし、疾病
予防・改善や筋力・体の機能維持に
繋がります。(看護職 竹林)

サービスのご案内
サービスのご案内 （平成 30 年 5 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

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) 6/17(
17(日) 14
14:00～15：
15：30 開催！
開催！ 今回は、アロマゼリー作り！うさぎ薬局さんにご
協力頂きます！ 介護予防体操、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。5 月は法人理念・
法人が求める人材像(HP 参
照)・年間目標について、施設長
から職員に向け、伝達研修が
ありました。当施設には約 100
名の職員が勤めています。毎
年、目的・方針を確認する大事
な研修です。一人ひとりがどう
行動するか考えるきっ
かけとなりました。（杉本）

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

