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社会福祉法人 すこやか福祉会

〒953-0103 新潟市西蒲区橋本1003-1

☎ : 0256-82-1822

fax：0256-82-1833

特別養護老人ホーム

②

http://www.sukoyakabk.jp

ＨＰ随時更新中♪

行事などの様子を紹介しております♪

すこやか福祉会＊他施設紹介

＊障害者支援施設

☎ : 0256-82-1811

fax：0256-82-1815

新潟市西蒲区橋本88-1

＊軽費老人ホーム

☎ : 0256-82-0855

fax：0256-82-0866

新潟市西蒲区橋本137-1

ケアハウスだいろ

かたくりの里

1-2p 行 事

3-4p ボランティア

＊ゆきわり祭り

5-6p 日々のくらし

7p

＊敬老会

＊歌・踊り

＊定期演奏会

＊書道教室

＊日常生活

＊職員紹介 他

＊題字紹介

＊ボランティア実績

＊職員紹介

＊新入社員紹介

＊ご案内

各紹介等

ゆきわりの里



ゆきわり
祭り

2018.8.19 (Sun)

やっぱりはお祭りといえば「夏」！ということで
今年は8月に開催させていただきました！
御神輿（ちょっと小さめ…？笑）も登場して
にぎやかなお祭りとなりました～(^^)/
「年々良くなっているね」とのお言葉も…(*^_^*)
お忙しい中、お越しくださったご家族の皆様
本当にありがとうございました…！

行 事

１

ゆきわり祭り

敬老会

岩室民謡同好会様

記念行事

今年のお祭りでは、各ユニットにゲームコーナーを設置♪
ヨーヨーすくいや、魚釣り、玉入れ、輪投げ等々…
ユニット毎にゲームの内容を考え、内装や景品にこだわり
施設全体を使ってお祭りを楽しめるよう企画しました(^^)

岩室甚句に
佐渡おけさ…
夏のお祭りに
「民謡流し」は
欠かせません！



敬老会
2018.9.16 (Sun)

２

プア中之口様

記念慰問

遠藤 歳明様

米 寿

８８歳

梅澤 セツ子様

佐々木 マツ様

田中 ﾐｽ様

竹内 儀一様

佐藤 カズイ様

有木 テイ様

＊写真左上より

卒 寿

９０歳

藤田 トモエ様

小林 タセ様

相沢 ミチ子様

細貝 喜一様

＊左より
１００歳

中川
ハルノ様

ゆきわりに来られて、米寿卒寿と２度目のお祝いの方も…(*^_^*)

開所した４月に入所され、１００歳を迎えられました。
たくさん、たくさんお世話になっています…！
心からの「感謝」と「尊敬の意」を送ります。

白 寿
９９歳

田邉 義雄様

９月17日＊敬老の日

「内閣総理大臣」
「新潟県知事」
「新潟市長」より
100歳を祝う賞状と
記念品が贈呈されました

皇 寿

111歳

本間 アキ様

明治４０年生
舞でお祝い…！

色とりどりの衣装に
華やかな踊り…
とっても明るい皆様に
お祝いしていただき
感謝でいっぱいです。

樋浦 トイ様

ご長寿のお祝いにたくさんのご家族様が
かけつけてくださいました…！
大事に、大切に想われていらっしゃること
あたたかな気持ちが感じられる
とっても素敵な１日でした(*^_^*)



３

今回は「’18 夏」の様子をご紹介。
千葉県鎌ケ谷市から、遠路はるばる…
１週間のご滞在の中、計４ヶ所でライブを
開いてくださっています。
また、次回を楽しみにしております(^^)♪

昭和の名曲を
素敵な歌声と共に。
泣いて喜ばれる方
踊られる方…
みなさんさまざまに
楽しまれていました。

ボラン
ティア

歌・踊り
定期演奏会

書道教室

2018.7.10 (Tue)

増本 光雄様

マンドリン
ライブ

書道教室
毎月開催

星野由美子様

2018.5.30 (Wed)

三森とおる
歌謡ショー

＊演奏曲目＊

カリーネソング
～マンドリン演奏
夏の思い出
神田川
女のみち
望郷じょんがら
北海盆唄
アロハオエ
遣らずの雨
雪国
木曽路の女
黒ネコのタンゴ
昴（すばる）
手紙
小さな世界 他

書道教室も４年目。
今年は旧温泉病院の文化祭に
出展させてもらしました♪
本当に良い作品がたくさんです。



くすっと(笑)

４
清水 浩光様

ギター弾き語り

2018.9.8 (Sat)

懐メロコンサート

ナツメロ
スタジアム絆様

2018.6.13 (Wen)

午後のひとときに響くのは、深い歌声と
なつかしく、思い出深い曲の数々…♪

笑うことってやっぱり大切。
他には変えられない時間を
いつも作ってくださいます。
ニコニコと踊るみなさんに
たくさんの元気を
もらっています…！

今回が初めての慰問。
「身体がほぐれるように」
と体操やレクを交えて
演奏してくださいました♪

アロハフラワーズ様

芸能披露鑑賞会

2018.5.15 (Tue)

高綱 敏博様

10.9 (Tue)

渡辺 美代子様

堤 敏之様

フルート
コンサート

定期
演奏会

山﨑 紘一様

アコーディオン
による歌の会

交流の時間にも…♪

３年ぶりのコンサート。
アコーディオンと
マンドリンの伴奏に
のせた懐かしの曲が♪

プログラムはいつも
素敵なものばかり(^^*)
演奏会も早いもので
もう２年です…！



従来型（１Ｆ）では月末の日曜日にお誕生会を。
ユニット型（２Ｆ）では、誕生会を開いたり、
ご利用者様の好きなものを食べに行ったりと
それぞれにご利用者様の大切なお誕生日を
お祝いさせていただいています・・・！★

５

職員持参のかき氷器で夏の風物詩を…！
シロップは「いちご」「メロン」「ブルーハワイ」
＊冷たくておいしい！＊夏らしいね、と
ご満足の様子でした(*^_^*)

日々の
くらし

日常生活
外出

職員紹介等

介護１係 介護職員 森岡 哲也

一緒に仕事をしている職員も真面目で優しい方が
多く、相談に乗ってもらうことも多々あります。

そんな恵まれた環境を当たり前と思わず「感謝」
の気持ちを持って、日々成長していけるよう、これ
からも頑張っていきたいと思います。

19歳から「介護」という仕事に携わり、早いもの
で14年が経とうとしています。

経験だけは長いですが、日々周りの方々に助けて
頂いている毎日です。

ゆきわりの里のご利用者さんは皆様きさくに話し
かけて下さり、楽しくお仕事させてもらっています。

急いで食べると、キーンってなりますよね～(笑)

お部屋担当より、ささやかなプレゼントをいつもお世話になっている「感謝の気持ち」を込めてお渡ししています♪

担当職員とごちそうを食べに・・・♪



６

岩室リハビリテーション病院で月１回開かれる
「手作業レクリエーション」に参加しています。
職員もお手伝いしながら、その方らしいとっても
素敵な作品を作ってます(^^)/

介護２係 介護職員 高橋 純子
開設時に入職し間もなく５年になります。若い時から

人と関わることが好きだったこともあり毎日が楽しくて
あっという間でした。多くの高齢者の生きがいを支える
介護士になりその仕事を自身の生きがいにしたいと転職
時に誓ったこと。人に幸せや喜びをあげられる人でいる
ことが自分の幸せ。まだまだこれからです。そして人生
の大先輩である入居者様にも後輩の若いスタッフにも頼
りにされるよう努めます。

数年前からきもの着付け教室に通い自分で着れるよう
になりました。行事委員は卒業しましたが新年お茶会で
毎年披露すると勝手に決め楽しみにしています。その際
は皆さんぜひ声を掛けて下さいね。馬子にも衣装(笑) 「ちえの輪」で使わなかった材料をお持ち帰り(笑)

ゆきわりに戻ってから「藍染」に挑戦してみました☆

９月２０日 カニを食べに金八の湯へ。

９月２２日 念願の間瀬のお食事処へ。
ご自宅と、お墓参りにも行きました！

９月２7日 食いどころ「里見」と
弥彦の「パレドール渡辺」へ♪

５月８日 「弥彦牡丹園」去年のリベンジできました(笑)

自然ゆたかな西蒲地区。
山あり、海あり、おいしいものもたくさん♪
できる限り、景色やお食事を味わえる機会を
作っていけたら、と思っております(>_<)！

6月８日
12日

はま寿司で
はらくっちぇ♪

リハビリを兼ねて
「いわむろや」まで
お散歩に(^^)



初回からもう３年、ずっと参加いただいてます…！
恥ずかしがられて、最初はなかなか筆をとってくれません(笑)
でもお話ししていると、そのうちに「書くんだが～？」と。
とっても、とっても素敵な題字を仕上げてくださいました★

慌ただしかった年明けの大雪を経て、あっという間に年末が
迫ってきました。そんな慌ただしい年を乗り切り、皆様のご協
力にて今年も定期の広報誌をお届けすることが出来ました。

来年も皆様にとって魅力ある広報誌をお届け出来るようコツ
コツと頑張りますので宜しくお願いします！

広報委員長

太田 成治

5月
15日 アロハフラワーズ様、高綱様 芸能披露

30日 三森 とおる様 歌謡ショー

6月 13日 ナツメロスタジアム絆様 ナツメロコンサート

7月 10日 増本 光雄様 マンドリンライブ

8月 19日 岩室民謡同好会様 民謡流し (ゆきわり祭り)

9月
8日 清水 浩光様 ギター弾き語り

16日 プア中之口様 フラダンス他 (敬老会)

10月
9日 アロハフラワーズ様、高綱様 芸能披露

24日 西川さくらんぼの会様 フォークダンス・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♪

様

＊定期演奏会 堤 俊之様 フルートコンサート

山﨑 紘一様 アコーディオンによる歌の会

＊Ｈ30.５～H30.１０月

看護職員

渡邉 栄子

看護係

[ 7.1付 正規採用 ]

再就職には２年のブランクや年齢的
な適正から大きな不安がありました。
それを吹き飛ばしてくれたのは施設内
に飛び交う爽やかな挨拶です。お互い
に尊敬し･いたわり･元気づけてくれる
「挨拶」っていいものですね。

小柳 銀子

看護職員

早いもので当施設での勤務も１年半を過ぎようとしており
ます。施設看護師として、入居者様が、毎日を豊かにお過ご
しいただくため、おひとりおひとりの健康状態を把握し、サ
ポートができるように日々頑張っております。

私がモットーとしていることは、入居者様のどんな小さな
出来事でも上手くできたことや、楽しかったことなど一緒に
喜び合えるような関わりができるよう心がけております。
また、入居者様のご家族様とコミュニケーションを図り、い
つでも相談できる雰囲気作りを行い、より良い信頼関係を築
くことができるように努めてまいりたいと思います。

どのようなことでも、どうぞお声かけください。
よろしくお願いいたします。

[ 6.11付 正規採用 ]

特別養護老人ホームでの仕事は、初
めてなので、慣れない事が多々ありま
すが、先輩方に助けて頂きながら、毎
日業務に当たっています。入居者様の
笑顔を増やせるよう頑張っていきたい
と思います。

風間 理恵

介護2係 介護職員
＊きく・ゆり

[ 7.1付 正規採用 ]

7月よりお世話になっております。
特養での介護の経験は少ないですが、
利用者様１人１人との関わりを大切に
し、楽しく日々を過ごして頂けるよう
ケアを行っていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。

吉井 梨恵

[ 8.1付 パート採用 ]

8月からパート職員として働かせて
頂いてます。前職は美容師をしていた
ため、介護は初めてですが、接客業の
経験を活かして細やかな気配りとケア
を心がけていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。

田辺 亜湖 山下 みゆき

はじめまして。ちどり･うぐいすで
介護職員として働いています。10月に
巻に引っ越してきたばかりで休日は家
の周辺を探検しています。利用者様が
快適に気持ちよく過ごせるよう頑張っ
ていきます。

本間直美

10月よりこちらの施設で働かせて
いただいています。介護経験はある
ものの、高齢者の方々のお世話は
初めてで不安もありますが、初心に
戻り、寄り添った支援を心がけて
いきたいと思っています。

＊10.1付
かたくりの里より出向

[ 8.1付 正規採用 ]

利用者様が、楽しく生活できるよう
介護していきたいと思います。早く仕
事に慣れ、利用者様と日々笑顔で過ご
して頑張っていきたいと思います。
何に対しても、声掛け、気づきを大切
にしていきたいと思います。

平澤 晶子

介護2係 介護職員
＊あやめ・ふじ

[ 10.22付 正規採用 ]

介護１係
介護職員

介護１係
介護職員

介護１係 介護職員

介護１係
介護職員管理栄養士

鈴木 亜未

相談支援係

すこやか福祉会に入職してから早６年が経ちました。かた
くりの里からゆきわりの里の開設準備など初めての経験で、
周りの方からたくさん学ばせていただきました。

プライベートではもうすぐ2歳になる双子(男･男)がいます。
日に日にやんちゃ度が増し、バタバタの毎日ですが息子たち
の寝顔を見るのが癒しの時間です(^^)

1人職場ではありますが、医療の面からは医師や看護師、
普段の生活の情報は介護職やＣＭ、食事の姿勢等の相談は理
学療法士、食事の提供は調理員から…など、助言を頂くこと
が出来るので孤独だなんてことはありません。むしろ皆さん
心強い方ばかり！利用者様が生活の場で無理なく、楽しんで
食事ができるように他職種で協力していきたいと思います。
もちろん、ご家族様から今までの生活や嗜好について聞くこ
とはとても大切な情報なので気軽にお声かけください♪


