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①家族説明会開催

⑦リハビリのすすめ

②新しい仲間

⑧栄養だより

③ヤクルト頂きました！ ⑨ナースの一言
④韮山・ぶなの森の顔 ⑩ｻｰﾋﾞｽのご案内

さん、外崎稔さんの 3 名が入職しま
した。最初の入職式はとても緊張の
面持ちでしたが、入居者様や職員
へ挨拶に回る際は、素敵な笑顔を
交え自己紹介してくれました。
新卒者研修では、ぶなの森の先
輩職員に、介護職についてのイロハ
を教わり、現在は各ユニットで日々
勉強中です。ぶなの森にとって、と
ても大切な一員です！ぜひ大きな
目標を持って、日々入居者様のた
めに頑張って頂きたいです。皆様も
応援よろしくお願いします！

4/20,4/21 に第 9 回目のご家族
説明会が行なわれ、50 名の方に出
席頂きました。内容については、①
平成 30 年度報告、②平成 31 年度
計画、③在宅生活支援センター・家
族棟の建設について、④質疑応答、
約 1 時間で実施しました。
安河施設長より、在宅生活支援
センター・家族棟の説明をさせて
頂き、利用方法や金額等多くのご
質問を頂きました。入居者様とご
家族でより有意義に過ごせる環境
作りをしていければと思います。
質疑応答やアンケートでもご家
族より多くの質問・提案・励ましを頂
きました。やはり、介護職員の人手
不足対策であったり、事故防止・感
染症対策・報告相談方法など、ご
心配頂いたり、職員を労って頂く内
容が多かったように思えます。１つ
ひとつ施設内で情報共有し、取り
組みとして成果に繋げていけるよ 4/10 東静岡ヤクルト販売株式会
う努めて参ります。
社様より、ヤクルトの寄付を頂きま
した。利用者様、職員の皆で美味し
さを共有させて頂きました。毎年ご
平成最後の 4 月、新卒者 4 名が 寄付頂き、施設長から感謝状を渡
当法人に入職しました。韮山・ぶな し気持をお伝えしました。いつもあり
の森には、栗林彩音さん、須藤唯翔 がとうございます。

☆韮山・ぶなの森の顔（職員紹介コーナー）☆
第 34 回目は、デイサービス生活相談員の稲木です！
名前：稲木 由記(いなぎ ゆき) 出身地：焼津市
ひとこと：入職時、園児だった子供もこの春、中学生
になりました。私もこの春 常勤になり、今まで以上に
頑張っていきたいと思います！

⑤今月の施設長

⑪求人案内

⑥かいご情報

⑫編集後記
⑬問い合わせ先

今月の施設長
新元号「令和」が発表された平成
最後の「ぶなカフェ」でのこと。杉本
施設長補佐より「施設長の記事を
毎回読んでいただいている方がお
見えになっています。」と話しがあり
ました。その日は電話番で参加する
予定ではなかったのですが、急遽
その方にお会いしたくなり参加しま
した。お話の中で、韮山中学校鈴木
校長先生の記事の印象が強く、こ
れからも読み続けますと心強いお
言葉をいただきました。わずか 160
字程度の内容ですが、勇気をいた
だきました。ありが
とうございます。
（施設長 安河）

かいご情報
認知症ケアについてです。食べた
ばかりなのに、「ごはんはまだなの？」
と何度も繰り返し話されることがあ
ります。短期記憶を保てないため食
べたことを忘れていたり、満腹中枢
が障害されていることが原因です。
「さっき食べたでしょう！」「またです
か？」と対応してしまいがちですが、
逆効果です。まずは、「そうですね。」
と受入れ真意を推察したり、信頼
関係があれば「さっき食べました
よ。」と伝える方が良いこともありま
す。その他、食事や軽食を出してあ
げたり、食器をあえて片付けなかっ
たり、次の食事について一緒
に話すという方法もあります。

じめに

５月１日からの新元号は、『令和』
（れいわ）に決まりました。首相談話
では、『明日への希望と共に、日本
人１人ひとりが大きな花を咲かせ
る』という願いを込めて、この文字が
選ばれました。新元号に合わせて、
ご自身がどの様な希望を持ち、花
を咲かせるか考えてはいかがでし
ょうか。機能訓練も同じです。明日
への希望や目標持つことで、花を
咲かせる事が出来ると思います。
誰でも行動を起こす時には、きっか
けが必要です。新元号に変わる時
に希望や目標を持ち、自分
磨きをして花を咲かせませ
んか。（機能訓練士 佐野)

栄養だより

ナースの一言

茶摘みの【八十八夜】、2019 年は 5
月 2 日（木）です。そこでお茶の効能
についてまとめてみました。＊ガンの
予防（緑茶に含まれるﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙと
ｶﾃｷﾝの作用）＊食中毒の予防（特
に腸炎ビブリオ菌）、＊虫歯・口臭の
予防、＊血圧降下、動脈硬化予防、
＊血糖の上昇を抑える、＊美容・老
化防止、＊肥満の予防＊頭のいい子
を育てる・・などなど。4 月中旬から 5
月中旬に摘み取られたお茶は『一
番茶』とも呼ばれ、味や香りがよく、
栄養価が高い
という特徴があ
ります。（管理栄
養士 三橋）

BS テレビで「一流の患者力を身に
つける」というタイトルでがん専門
医の話がありました。数ある治療法
の中で、納得いく迄、自分に合った
治療法を見つける者が一流患者
だそうです。年間 100 万人、2 人に 1
人がガンになる時代、うち 3 人に 1
人は不幸にも死に至る状況から、
春は職場や地域で健診が実施さ
れます。早期発見のチャンスをのが
さず受診しましよう。(看護職 志村)

じめに

サービスのご案内 （平成 31 年 4 月 25 日現在）
入居（特養）

じめに

※ぜひお問い合わせください！

現在、定員 70 名入居。待機者 19 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

担当：河野・杉本

し下さい！ 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：勝亦・志村

ります。要支援の方も利用可能です。

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。温泉を是非堪能ください！

担当：内山・稲木・矢澤

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

ｻｰﾋﾞｽ提供時間 9：00～16：10 となります(総合事業は 9:00～15:30)。
ケアマネジャー3 名体制（太田、澁谷、村野）。主任ケアマネジャー配置しています。いつでも相談に応じま

担当：太田・澁谷・村野 す。お気軽にお電話ください。 直通電話：055-940-0036

配食ｻｰﾋﾞｽ

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・稲葉

管理栄養士の考えたバランスの良い食事をお届けしています。
ぶなカフェ(認知症カフェ) 5/26(日) 14:00～15：30 開催！ 今回は、鈴木さんのギタレレに合わせて歌いま

行事予定

しょう！ぜひご参加ください。体操、温泉を使用した足湯、認知症・介護相談 毎回予定しています！

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、中途採用の方も安心して働けるように、ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟ研修を行い、理念や求める人材像を共有しています！

編集後記
こんにちは。ぶなの森 1 階事
務所の模様替えをしました。新
しいメンバーを迎える体制を
作るため納得いくまでがんばり
ました。最初の計画とは、全然
違く（笑）なりました。LAN ケー
ブルが絡まり、インターネット回
線復旧に時間を要しました。30
秒で解決したネットの下山課
“
長、本当に感謝です！（杉本）
。（杉本）

募集要件
職

種： 介護職員

勤務形態： 正職員、非常勤
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

2019 年 9 月 OPEN！

