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平成 29 年度

春風会運営にあたって
施設長

田村りい子

桜の花の開花も各地で聞こえ施設の回りも花
桃やレンギョウが色とりどりに咲き始め春の訪
れを感じております。
当施設は、皆様のおかげをもちまして、春風
会事業も開所以来１９年目を迎えました。
本年は、社会福祉法が改正され、評議員会、理
事会等の制度も変更となり、あり方が明確かさ
れました。
新制度がスタートとなり新たな役員の皆様に
加わって頂き事業運営の為、ご指導を賜ります
ようお願い申し上げます。
又、社会福祉法人の地域における公益的役割も

平成２9 年度

TEL.0279 − 75 − 6517

検討して参ります。
ご家族の皆様には、インフルエンザの流行の
時季には、面会自粛のご協力を頂きインフルエ
ンザにかかることなく過ごすことができました
こと感謝申し上げます。
４月には、新規職員も仲間入りし、法人全体
で１３６名の職員でお世話をさせて頂いており
ます。やまゆり荘、すいせんの里、いわびつ荘、
事業所内保育所４施設連携を取りより良い介護
を目指して参ります。
平成２９年度の運営方針「社会福祉法の改正
を踏まえ地域における公益的な取り組みを実施
し、介護のプロの自覚を持って、笑顔の介護を
実践しよう」をスローガンに本年も職員一同頑
張って参りますので、ご指導ご支援をよろしく
お願い申し上げます。

運 営 方 針

「社会福祉法の改正を踏まえ地域における公益的な取り組みを実施し、
介護のプロの自覚を持って、笑顔の介護を実践しよう」

折田獅子舞来荘
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節分
ひな祭

の ぞ み ・めぐみグループ

２月３日節分に
あたり、鬼役として各グループを
回らせて頂きました。鬼に向かって豆を投げ
る方もいれば、殻を割って豆を食べている方
もいました。
施設の中で数少ない行事の１つなので、行
事を通して月日の流れを感じて頂けたことと
思います。普段介助している中では見られな
い利用者様の笑顔を見ることが出来、貴重な
経験をさせて頂きました。
これからも色々な行事を行っていきますが、
利用者様達が楽しんで頂けるよう工夫して取
り組んでいきたいと思います。

介護係 赤尾 信行

３月５日にめぐみホールでひな祭りを行い
ました。ホールにお雛様が飾られるとホール
全体がいつも以上に華やかになり、利用者様
もお雛様を嬉しそうに眺めておられました。
利用者様にひな祭りを感じてもらいたく、手
作りおやつ桜餅を作りました。普段とは違う
おやつで利用者様全員喜ばれており、一個じ
ゃ足りなくておかわりする方もいました。
これからの時季、沢山の行事を行っていく
と思うので職員と利用者様が笑顔で楽しく過

ごせるように頑張っていきたいと思います。
介護係 後藤 嘉貴

手作りおや

デ イ サ ービス

つ

お彼岸も過ぎいっきに春めいて来ました。
梅の花が咲きスイセンも咲き始め増々暖か
くなるばかりとなりました。デイサービス
ではその時々に手作りおやつを提供してい

これからも季節感を味わって頂ける様に

ますが、今回ご利用者様より沢山のフキノ

色々と工夫をしていきたいと思っています。

トウを頂きました。ご利用者様から「これ 「炭酸まんじゅうが食べたい」との声も聞か
でフキおやきを作ってくれるかい」との事

れていますので、昔よく作った事を思い出

でしたのでありがたく頂き、さっそくおや

してもらいご利用者様と一緒に挑戦してみ

き作りを行いました。フキノトウを良く洗

たいと思っています。

い細かく切り、ボールに小麦粉、砂糖、味噌、
重曹、フキノトウを入れサックサックまぜ、
ホットプレートで焼き上げました。ご利用
者様の方々「いい香りだね」
「ほろ苦くて美
味しいね」
「春が来たね」などと言って下さ
り、おかわりをされる方も沢山いらっしゃ
いました。
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やまゆり
荘
お花見

やまゆり荘

４月 22 日（土）やまゆり荘駐車場にて
特養（ご家族様含）、ショートステイ、ケ
アハウス入居者様で昼食を兼ねてお花見を
行う事ができました。参加者は合計 256
名でした。昼食は吾妻ライオンズクラブ様
に協力して頂いてのバーベキュー、親子ど
んぶり、プルコギ、スープを提供させて頂
きました。
当日はやや風はあったものの穏やかな日
差しの中でみんなで昼食を食べることがで
きました。七輪での焼肉でしたので炭火で
じっくり焼いていると早く食べたいという
声が聞こえたりして、お肉をほおばると「お
いしい」「もっと欲しい」等の声が聞かれ
皆様笑顔が見られました。また、ご家族と
一緒に食べられている方も嬉しそうに見え

平成 29 年 5 月 10 日

ました。
そのほかにも親子どんぶりやプルコギ、ス
ープがありどれを食べようか迷っていた
り、皆少しずつ食べられている方もいたり
してそれぞれ楽しんでいるようでした。
今回のお花見は初めての試みでしたので
どのようになるか想像できなかったのです
が終わってみれば利用者様、ご家族様の笑
顔があり良かったと思いました。
最後になりましたが吾妻ライオンズクラ
ブ様には前日から協力いただき、当日も準
備から昼食の用意、後かたずけ迄お世話に
なりまして誠に感謝申し上げます。
介護課長
小泉 明弘

ケアハウス
４月９日日曜日の昼食に、
「お寿司の日」
をおこないました。
平日はデイサービスに行く方がいらっ
しゃるので、全員の方がそろってのお昼は
土曜か日曜になってしまいます。
毎月様々な行事でいつもと違う昼食をた
べて頂いていますが、その中で年に
４回程「お寿司の日」で、にぎり・ちらし・
のり巻きを食べていただいていますが、
お寿司を嫌いな方はいなく、
「おいしいね」
「桶に入ったのは、また格別」と皆様大喜
び
で、毎回楽しみにされています。今後も続
けて行き楽しんで頂きたいと思います。
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お寿司の日
ケアハウス 介護係
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第２回
防災訓練

特 別 養 護老人ホーム

やまゆり荘では３月２５日に夜間想定の
総合訓練である防災訓練を行いました。
施設では年２回の防災訓練を実施しており
ます。毎年３月には地元消防団員の方に参
加して頂きまして施設内見学や訓練総括、
福祉用具操作、特に車椅子や介護ベッドな
どの、使用体験をしていただいています。
年度末のお忙しい時期にも関わらず１７名
の参加を頂きました。もしもの事態に一番
早く駆けつけてくれる方々の協力に施設と
して、とても心強く感じています。
近年の異常気象には過去最悪とか観測史上
例を見ない等の表現がされる自然災害も多
く、昨年夏には水害でグループホーム入所
者が多数お亡くなりになる痛ましい事故も
発生しています。火災だけではなく水害・
豪雪・地震・ライフライン遮断時の対処方
法等の準備や訓練も今後の課題であると考
えています。

やまゆり荘でも夜間は職員配置が５名とな
ります。防火設備に関しては定期点検も行
い万全の準備をさせて頂いていますが設備
だけでは防ぎきれないのが災害です。もし
も起きたときに職員がいかに冷静に適格な
判断が出来るかによって多くの方を避難さ
せる事が出来ます。そのためにも訓練を繰
り返し行う事が必要です。皆さまのご協力
により訓練を実施できたこと、そして２８
年度も大きな事故や災害なく終了できたこ
とを感謝申し上げます。施設として、今後
も真剣に取り組んで行きたいと思いますの
でご協力をお願い致します。
特養 生活相談員 倉田 由香

介護職員初任者研修課程 受 講 生 募 集
～介護職員初任者研修の資格を取得し、技術を学びましょう～
日

程

会

場

編集
後記

見学実習 平成29年 5月 1日（月）～ 6月 9日（金） 内 容 講義 73.5時間 講義と演習で20日間
演習 37.5時間 （介護技術）
講義・演習 平成29年 6月12日（月）～ 8月21日（月）
実習
19 時間 3日間
（毎週 月・木曜日開講 ＊祝日は休講）
試験
施設実習 平成29年 8月24日（木）～ 10月24日（火）
1 時間 1日間
計
筆記試験 平成29年10月26日（木）
131時間
定 員
30名
受講料
60,000円 （テキスト代含みます）
小規模特別養護老人ホームすいせんの里
募集期間 平成29年4月10日～5月10日
吾妻郡東吾妻町大字原町39
【詳しくは下記までお問い合わせ下さい。】
見学実習・・・デイサービスやまゆり
施設実習・・・特別養護老人ホームやまゆり荘 ＴＥＬ ０２７９－６８－４８４０
吾妻郡中之条町大字折田2515
介護職研修やまゆり担当 塚田
（受付：月曜日～日曜日／8:30～17：30）
インフルエンザなどの感染症が施設内に入る事無く春を迎えられました。これも皆様の
ご協力が有っての事と感謝しております。感染予防の為とは言えマスクを着用し表情は見
えず、声も聞き取りにくい等、ご迷惑をおかけしました。一年中、食中毒など感染症への
注意は怠れません。爽やかな季節となりました、四季を楽しみながら生活していただける
よう皆様の健康管理に努めてまいります。
看護係 閑野久美子
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