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ゆきわり祭り

第１回

2016.10.2 (Sun)

お好み焼・やきそば・コロッケ・
チョコバナナなどの屋台が並び、
たくさんの笑顔あふれる秋祭り
となりました。

敬 老 会

2016.9.19 (Mon)

ご家族にも来ていただき
記念のお花と賞状をお渡しして
皆でご長寿をお祝いしました♪

祝米寿
藤田 トモエ様

古川原 行雄様
細貝 喜一様これからもお元気でいて下さいね。
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新 年 会
2017.1.15 (Sun)

池先生がボランティアでお抹茶を
ふるまってくださいました。
深い味わいのお茶と和三盆の
千菓子にみなさま大満足です。

職員扮する獅子舞が邪気を
払いにやってきました。

良い1年になりますように☆

OKいただきました。笑

職員も着物でおもてなし。

おひとりおひとり回りました。
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2017.4.13 (Thu)

増本 光雄様

増本 トシエ様

マンドリンライブ

たくさんの利用者様に参加いただきました。

懐かしい歌の数々…♪

三森 とおる様

歌謡ショー

2016.11.30(Wed)

初めてのご来訪。

本日の曲目はなんでしょうか？

美しいマンドリンの演奏を
聞いて楽しんだり
歌って楽しんだり・・・。
はたまた踊ったり（笑）
温かな時間が心にしみます。

増本様の演奏会を
初めて開いた時から
２年が経ちました。

懐かしい曲の披露に
加えて、さらには
おひとりおひとりに
握手をしてくださり
みなさんご満悦。
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レイをかけて、南国の気分♪

出来栄えはいかがでしょうか？

2017.2.23 (Tue)

アロハフラワーズ様

高綱 敏博 様方

フラダンスに民謡に大盛り上がりのひと時です。

民謡が大好きな利用者さん。

新曲もご披露いただきました。

・・・・・集中。

星野 由美子様

書 道 教 室

５月より、毎月１回第４水曜日に
書道教室を開き、講師として
星野先生に来ていただくことに
なりました♪

華やかなフラダンスと
懐かしい民謡や踊り。
歌声に笑い声・・・
たくさんの笑顔で
会場がいっぱいに。

思わず踊りだす方も
ちらほらと・・・
とても素敵な時間です。
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５月1日

角田山へおでかけ。

澄んだ空気に八重桜。
良い気分転換になりました。

特別養護老人ホーム
「ゆきわりの里」が出
来てから今年の4月で3
年となりました。

介護１係 介護職員

鈴木 智裕

私はこの施設で働くまでは介護の仕事をした事が
ありませんでしたが、毎日他の職員やご利用者様よ
り様々な事を勉強させてもらいながら働いています。
この施設に入所される方々には日々を穏やかに、健
康に過ごして行けるように努めさせて頂いています。

また、今後は施設で行う夏祭りやクリスマスなど
の季節ごとの行事を利用者様方により楽しんでいけ
るように支援していきたいと考えています。

まだ介護経験は短いですが先輩方に教えてもらい
ながら今後も利用者様のお役にたてるように頑張っ
ていきたいです。

はやいもので、特別養護老人ホームゆきわりの里で
務めさせて頂くようになってから今年の4月で1年を迎
えました。介護の仕事に携わらせていただいてからは
12年目を迎える事となりました。ご利用者、同僚のお
かげで日々楽しく仕事をさせて頂いております。

法人の理念にあるように「やすらかで心豊かな生
活」を送って頂けるよう微力ながら日々支援させて頂
いております。今年は外出支援に力をいれていければ
と考えています。普段なかなか外出の機会を持つこと
の出来ないご利用者を中心に支援して行ければと考え
ています。プライベートでは今年中に結婚できればい
いなーなんて考えています。未定ですが(笑)

まだまだ力不足ではありますが、今年度もよろしく
お願い致します。

介護１係 介護職員

小栁 政治

プレゼント喜んで下さいました。 赤おにと記念写真（笑）
日常の中での

「笑顔」を大切に。

ご利用者も職員も
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4月

桜を見に公園へ。

昔からお年寄りの
方と接するのが好き
で、そういった方の
お役に立ちたいとい
う思いから介護の仕
事に就きました。し
かし、実際に仕事を
始めると分からない
ことばかりで、戸惑

藍澤 今日子

うことも多くありました。学校で
福祉について学んできたつもりで
したが、実際の現場では様々な技
術や知識、臨機応変な対応が求め
られ、自分の技術不足と浅さを痛
感しました。

そんな中でも、入居者の方は「ご苦労様」「いつもありがと
うね」などの労いの言葉を掛けてくださり、この仕事に就い
て良かったと心から思うことが出来ました。

介護の仕事を始めて３年が経ちました。日々色々な事があ
り勉強の毎日です。大変な事もありますが、今より技術や知
識を身につけ、一人の介護職員としてもっと成長していきた
いと思います。そして入居者の方、一人一人に寄り添い、よ
りよい生活のお手伝いが出来る様、これからも精一杯頑張っ
ていきたいです。

少し肌寒いですが
春の訪れを
近くで感じることが
できました。

日常風景の
写真の数々・・・♪

ご本人らしい
生活が続くよう
お手伝いさせて
もらっています。

お誕生日あめでとうございます☆ 事務室にも遊びに来られます。

「私が書きました」と、笑顔。

学校を卒業して初めての現場がここ、ゆきわりの里でし
た。介護に関する知識や技術、また社会人として分からな
い事も多く、現場に出て初めて経験する事ばかりで、戸惑
いや上手く出来ない事に対して不甲斐なさを感じていまし
た。

ですが、同じユニットの方々から丁寧に教えていただき、
フォローしてもらう事で、徐々に出来る事が増えてきまし
た。介護職は体力がいる大変な仕事ですが、利用者様の笑
顔を見ると元気になれます。これまでお年寄りの方と話す
機会があまりなく、初めはどう接したらいいのか、どう声
掛けをすればいいのか分からず、自分から話しかけること
に消極的でした。しかし、利用者様から話しかけて頂いた
り、笑顔を向けて頂けると、こちらも自然に笑顔になり、
楽しく会話が出来る様になりました。

日々勉強しこれからも、入居者様が心地よく快適な生活
を送って頂けるよう、お手伝いしていけたらと思います。

介護２係 介護職員

今井 里美

うめ・さくらユニット

介護２係 介護職員

きく・ゆりユニット

お天気の良い日は
散歩におでかけ。
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入職してから早三年が過ぎました。施設開設と同時に入
職したこともあり、当初は施設の体制も整わず、私自身も
特養での経験も初めてで何をするにも手探りの状態でした。
悩む事も多いですが、周りのスタッフに相談しやすい環境
でいつも助けられています。
三年が経ちようやく施設も落ち着き、私も機能訓練指導員
としてこの施設でするべき事が少しずつ分かってきました。
これからもゆきわりの里が利用者様にとってより良い施設
となれるよう、私にできる事をしていきたいです。

私事ですが、２歳になる娘がいます。仕事と育児の両立
は中々大変ですが、忙しいながらも充実した日々を送って
います。最近は休みになるとプールに行くのが定番です。
夏に向けて私は肉を引き締めたいです。笑

機能訓練指導員

中野 加奈恵

習字教室でも楽しそうに字を
書かれています。
「上手に書けないて～」と
おっしゃりながらも、
とても立派な題字を
仕上げてくださいました。
ハナさん、いつも素敵な
笑顔をありがとうございます♪

ｚｚ初心を忘れず、言葉使いや
介助を丁寧にして、その人ら
しい生活ができるようサポー
トしたいと思います。利用者
様やご家族が安心して過ごせ
るよう頑張りたいです。

赤川 望

あやめ・ふじ 介護職員
1.12付 正規採用

いつも笑顔と心のゆとりを
忘れずに利用者の皆さんに寄
り添った介護をしていきたい
です。毎日元気に頑張ります
ので、よろしくお願いします。

笹川 佳和

あやめ・ふじ 介護職員
2.21付 正規採用

はじめまして。老健・病院
の経験はありますが、ユニッ
ト型併設の特養は初めてで、
毎日楽しく仕事をしています。
ご利用者の皆様の身近な存在
となれるように、頑張ります。

渡邉 真弓

管理栄養士

3.1付 臨時採用

はじめまして、４月からお
世話になっております。今ま
での病院勤務の経験を活かし、
利用者様やご家族が安心して
過ごせるように支援させてい
ただきたいと思います。今後
とも、よろしくお願いします。

渡邉 栄子

看護職員

4.1付 正規採用

岩室出身で現在も住んでい
ます。利用者様が、毎日安心
して笑顔で生活できますよう
に頑張っていきたいと思いま
す。皆様に助けていただくこ
とも多いと思いますが、どう
ぞよろしくお願い致します。

桑原 育子

あやめ・ふじ介護職員

4.1付 パート採用

あっという間に開所から３年が経って「色々なこ
とがあったな」としみじみと振り返りながら、編集
を行いました。写真の中のたくさんの笑顔を見て、
まだまだ新しいことにも取り組んでいきたい、と強
く感じる時間でもありました。

また、参加した行事以外の事務所で仕事している
中で見られない、日常の利用者様や職員の様子を見
ることができて新しい発見もできました。

ゆきわりの里での暮らしを今後も皆様にお知らせ
できるよう、努めていきたいと思います。

広報委員
（総務課職員）

藤 口 裕 美

小林 ハナ様

２月より勤めております、
魚釣りが趣味の４１歳です。
今までの自分の経験が少しで
も仕事の役に立つように頑
張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。

五十嵐直樹

事務職員

2.21付 正規採用

２月より入職しました。
介護の経験は４年目と少ない
ですが、利用者様と多く関わ
り、皆様に寄り添ったケアが
出来たら、と思います。よろ
しくお願いします。

高橋 優也

うめ・さくら 介護職員

2.1付 正規採用

出産・育児のため約８年介
護の仕事から離れていました
が、ご縁がありパートとして
採用していただきました。入
居者の方々が笑顔で楽しく過
ごせるよう、お手伝いさせて
いただきたいと思います。

石川 彩

きく・ゆり 介護職員

3.1付 パート採用

約４年介護士から遠ざかって
いたので、復帰には不安があり
ました。今では、スタッフの助
けや利用者様との関わりの中で
楽しく働いています。安全・安
心・安楽に過ごして頂けるよう
お手伝いをしていきたいです。

本人希望により匿名

うめ・さくら介護職員
4.1付 パート採用

以前から登山で親しんでい
たこの土地で勤務できること
を嬉しく思います。ご利用者
の皆様の声に耳を傾け、共に
暮らしていきたいと思います。
よろしくお願いします。

小野里 かおる

あやめ・ふじ介護職員

4.26付 正規採用

5月
2日 アロハフラワーズ様 芸能披露

26日 増本光雄様 マンドリンライブ

7月 7日 増本光雄様 マンドリンライブ

8月 4日 アロハフラワーズ様 芸能披露

9月 21日 星野由美子様 書道教室

10月

2日 岩室民謡同好会様 ゆきわり祭りにて民謡流し

13日 藤井郁子様 車椅子清掃

26日 星野由美子様 書道教室

11月

10日 増本光雄様 マンドリンライブ

16日
燕・弥彦在宅歯科
医療連携室（儀藤様）

口腔機能向上体操指導

30日 三森とおる様 歌謡ショー

12月 20日 岩室民俗史料館様 門松作り

〃 〃 アロハフラワーズ様 芸能披露

1月 15日 池様 新年お茶会

2月 23日 アロハフラワーズ様 芸能披露

＊本間知子様 毎週水曜日 傾聴ボランティア

＊佐々木様 月１回不定期（冬期はお休み） 紙芝居披露

編集
後記
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お話相手、趣味のご披露など…
お気軽に事務所までご連絡ください！

ボランティア大募集中♪

ご支援・ご協力いただき、心より御礼申し上げます。


