
広報

1-2p 行 事 等

3-4p ボランティア

～写真展・敬老会・書道教室～

5-6p 従来型・ユニット型
～日常生活・職員紹介～

7p 題字・ボランティア紹介 他

※写真の掲載に関しまして事前に了承を得ております。
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特別養護老人ホームゆきわりの里

ＨＰ随時更新中♪

行事などの様子を
紹介しております♪

①

② ③



写真展
2017.6.18 (Sun)

１年間の思い出を振り返る行事です。
ご家族や職員と一緒に
「あ、わたしだ」「おれだ」と
写真をみつけて、楽しんでおられました。

書道教室
毎月開催

星野由美子様

行 事

１

写真展・敬老会
書道教室

行事に慰問、おでかけや外食・・・、展示した写真にはたくさんの笑顔がありました(^^)

真剣なご様子で、でも時折おしゃべりしながら、「字を書くこと」を楽しんでおられます。

ぜひぜひ、書道教室の様子を
みにきてくださいね♪



敬老会
2017.9.17 (Sun)

１年の中で大事な、大事な行事。
珍寿・米寿を迎えられた方々に
記念状とお花をお渡しして
ご家族やみなさんと一緒に
お祝いさせていただきました。

１曲ごとに変わる衣裳が素敵でした。

祝珍寿＊１１０歳

本間アキ様（写真上・左）

２

プア中之口様

お 祝 い 行 事

敬老の日のお祝い行事として
フラダンスと日本舞踊を
ご披露いただきました。

祝米寿＊８８歳室橋 政江様
伊藤 三二様
八木 栄美様（写真左より）

奥様・息子様・娘様と、１枚。

フラダンス3曲に、日本舞踊２曲。



今年２回目のご来訪。
いわむろの里・かたくりの里
だいろ・ゆきわりの里と
４施設でライブを開催
されています。
千葉より素敵な音楽を
とどけていただきました♪

３

ボランティア

芸能披露 マンドリンライブ
フォークダンス 紙芝居
定期演奏会

2017.7.11 (Tue)

増本 光雄様

増本 トシエ様

マンドリンライブ

佐々木 澄代様

紙 芝 居

中村 百代様

2017.6.21 (Wen)

さくらんぼの会様

踊り披露

2017.5.24 (Wen)

今回がお二人の紙芝居の
最終回でした・・・。
紙芝居だけでなく、合唱や
お口の体操など、たくさんの
時間を届けてくださいました。
心より御礼申し上げます。

毎回ご参加いただいています♪

フォークダンスと
日本舞踊を披露して
いただきました。
一曲ごとに変わる衣裳に
みなさま大変喜ばれ、
ニコニコとたくさんの
笑顔が見れました。



ご家族と一緒に・・・♪

堤 敏 之 様

フルートコンサート

５月より、毎月１回ユニットフロアにて
演奏会を開いていただいております。
なかなか聞けないフルートの音を
みなさま楽しまれています。

みなさんが笑うからご利用者
が笑い、またご利用者が笑う
からみなさんが笑ってくれる。
相乗効果で、笑顔いっぱいに。
楽しそうにされている姿に
いつも和まされています。

４

定期
演奏会 山﨑 紘一様

アコーディオン演奏会

アロハフラワーズ様

芸能披露鑑賞会

2017.5.16(Tue)
8.8(Tue)

高綱 敏博様

６月から、定期的に
演奏していただける
ことになりました。
素敵な音色と声に
合わせて、みなさま
歌っておられます。



７月１３日＊上堰潟公園

介護１係 介護職員

金子 祐太

施設開所時に新卒採用としてこちらで働かせて頂
き３年半が経ち、同僚やご利用者から多くの事を学
ばせていただきました。ご利用者の中には自分の名
前を覚えて呼んで下さる方もおり、とても嬉しく楽
しく働かせて頂いてます。３年半という月日が経ち、
新人職員と言うよりは中堅職員になってきたのかな
と思います。ですが初心を忘れずに日々学んでいく
姿勢を大事にし、ご利用者様がより良い生活を送れ
るように笑顔いっぱいで頑張っていきたいです。

プライベートな話になりますが、自分は趣味がた
くさんあり、今はサーフィンを主に頑張っていま
す！波にもまれてなかなかうまくはいきませんが、
仕事に支障の出ない範囲でガンガン楽しみたいです。

６月８日＊そら野テラス
月に1回、誕生会を開いて
皆でお祝いしています。

５

従 来 型

リハビリも楽しく♪

ご家族よりいただいた、お花やソラマメにスイカ。
それぞれ皆さんと一緒に,楽しませていただきました♪

夏の夜を満喫して
いただけたでしょうか・・・？

「たのしい」
「おいしい」

と、終始笑顔♪

教えていただいてます(笑) 玄関先でパシャリ。



６

「ゆきわりの里」が開設してから早いもので３年半が
過ぎました。以前から従来型の老人保健施設や在宅介護
等の介護職には就いていましたが「ユニット型」に携わ
るのは初めてで、「ユニット型や個別ケアとは何か？」
から勉強しはじめ、経験者から指導を受けながら実践し
ていくなかで、以前からの集団的施設ケアとの違いに戸
惑う毎日でした。現在は少しは慣れてきたとはいえ、理
想的な個別ケアにはまだまだ辿り着けていないと痛感し
ており、今後も他職員と協力しあいながらより良い介護
に向けて努力していきたいと思っております。

成田 さおり

これからは、ご利用者ひとりひとりの「その人らしい
生活」を大切に、穏やかで快適な生活を基本にして季節
ごとの行事や外出等で小さな楽しみを引き出す支援がで
きるよう頑張っていきたいと思います。

介護２係 介護職員

きく・ゆりユニット

ﾕﾆｯﾄ型

日々の暮らしの中での
ひとつひとつの笑顔を
大切にしています。

５月９日
＊弥彦牡丹園

５月、８月＊はま寿司

５月21日＊いわむろや

６月、８月＊寺泊・弥彦

お花の名前も、活け方も
やっぱり教わることが
たくさん。

みなさん、大食いに(笑)

弥彦、岩室、寺泊…
四季折々の景色は
やっぱり綺麗ですね。



今回は、この場をお借りしまして、普段皆様からよくご
質問いただく「相談員ってどういう仕事なの？」というこ
とについて、少しご紹介できればと思います。

医療機関や他の施設でも様々な相談員がいますが、ゆき
わりの里で勤務している私は、生活相談員という名称とな
ります。主な業務としては、ご利用中の様々なご相談・苦
情の窓口、またいろんな社会資源との連携を図るための連
絡調整窓口など、ご利用者の皆様、またご家族が、ゆきわ
りの里を快適に安心してご利用いただけるよう、お手伝い
させていただきます。その他にも施設入居申請や退居の際
の窓口なども担当しております。

一見、怪しいおじさんに見えるかもしれませんが(笑)
もし何かございましたら、いつでも気軽にお声掛け下さい。

相談支援係 係長

山谷 修一

生活相談員

書道教室には、初回から参加していただいております。
「いやいや、もうしわけない」とにこにこおっしゃりながら
いつも素敵な作品を書いてくださります(^^)♪
今回の題字も、佐々木様らしい、やわらかな字で
仕上げてくださいました。ありがとうございます♪

今回で３号目となるゆきわり便りを無事に発
行することができました。

写真を見返しながら、ご利用者の方と楽しく
過ごせたことに感謝しております。

今後もご家族やボランティアの方々のご協力
を頂きながら、ご利用者の笑顔がたくさん見ら
れるように職員一同頑張っていきたいと考えて
おります。

広報委員

石 川 恭 子

４月 13日 増本光雄様 マンドリンライブ

５月
16日 アロハフラワーズ様 芸能披露

24日 さくらんぼの会様 フォークダンス・日本舞踊

６月 21日 そら豆様 紙芝居、歌、体操

７月 11日 増本光雄様 マンドリンライブ

８月 ８日 アロハフラワーズ様 芸能披露

９月 17日 プア中之口様
敬老会にてお祝い行事

（フラダンス・日本舞踊）

＊本間知子様 毎週水曜日 傾聴ボランティア

＊星野由美子様 書道教室講師（毎月１回）

編 集
後 記

７

ご支援・ご協力いただき、心より御礼申し上げます。

お話相手、趣味のご披露など…
お気軽に事務所 (清水･藤口)までお声かけください♪

ボランティアさん大募集♪

介護課に３名
入職しました♪

みなさま、
よろしくお願い
いたします。

様

私がゆきわりの里に務始めてから1年が過ぎました。この
１年皆さんと一緒に過ごし、四季折々の行事にも参加させ
ていただき、１年があっと言う間でした。ゆきわりの里の
皆さんは年齢を聞くと驚いてしまうくらい若々しくてお元
気な方が大勢いらっしゃいます。

私達医務室の看護員6名も皆さんに負けないよう母ちゃん
パワー全開で、日々１階と２階のユニットを駆け回ってい
ます。特養は病院ではないのでみなさんの生活を支えてい
くことが私達の役割です。時には怖い母ちゃんに、時には
娘のように私達が話を聞いてもらうこともあるかもしれま
せん。皆さんが毎日笑顔で暮らせるように頑張っていきた
いと思いますので、いつでも気軽に声掛けて下さい。

看護係

渡辺 加代子

看護職員

７月よりゆきわりの里にお世話に
なっております。

介護の分野では初心者ですが、
日々ご利用者の方々と関わりながら
学ばせていただいています。

ご利用者の方が安心できるような
介護職員を目指していきたいと思っ
ております。

どうぞよろしくお願いします。

捧 佳 子

うめ・さくら
介護職員

７.1付 正規採用

はじめまして。9月より勤めて
おります。好きなスポーツはスキー
とスノーボードで、空中回転ができ
るようになりたいと思っています。
テニスも好きですが、最近忙しくて
出来ていないです…。

サービス面では、心にゆとりを持
ち、ご利用者への笑顔と安心を提供
できるように頑張りたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

久 村 崇

うめ・さくら
介護職員

9.21付 正規採用

はじめまして。北澤章匡（あきおみ）と申します。
御縁あって５月から、きく・ゆりユニットの介護職
員として働いています。介護業界に入職して早くも
10年が過ぎました。経験を活かしつつ、新たな学び
があれば良いなと思っています。趣味は映画観賞で
主に洋画が中心ですがアニメや邦画も観ています。
よろしくお願いします。

北 澤 章 匡

きく・ゆり介護職員

５.15付 正規採用

＊定期演奏会 堤 俊之様 フルートコンサート

山﨑 紘一様 アコーディオン演奏会

（6/10 7/9  8/27  9/10)

（6/12 8/29  9/14)

＊Ｈ29.4～9月


