
※お写真につきまして、事前に個人情報の保護の観点から、
同意書をもって了承を得てから掲載させていただいております。

②

http://www.sukoyakabk.jp

月刊「ほたる」ＵＰしております♪
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＊新入社員紹介

＊ご案内
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１年間のたくさんの思い出を振り返る「写真展」
飾る写真はどれも素敵なものばかり(*^_^*)
ミニ喫茶ではお好きなお飲み物とお菓子を
選んでいただき、写真をみながらおしゃべりに
花が咲きます…
笑ったり、泣いたり、色々なことがありますが…
また今日も、ひとつ積み重なる1日となりました♪

行 事

１

写 真 展

地域交流ホールと
廊下に飾った写真は
写真展が終わった後も
たくさんの方々に楽しんで
いただけました♪

新 年 会

お 茶 会

写真展＆

2018.11.11(Sun)

ミニ喫茶

お越し頂いたご家族の
皆さま、おいそがしい中
ありがとうございました！

グーサイン頂きました♪

ピースサインも（笑）



新年会

2019.1.13 (Sun)

獅子舞

今年も恒例の獅子舞が
みなさんのところへ
やってきました(^^)/
小さな頃はあんなに
怖かったのに・・・
泣き顔ではなくたくさんの
笑顔を届けてくれました♪

会場の準備から
おいしい呈茶に
お菓子まで・・・！
今回も本当に
感謝申し上げます。

２

良い１年になりますように★

お茶会

2019.2.10 (Sun)

池宗美様

4.28 (Sun)

着物はやっぱり素敵ですね♪

ご家族様にも
お越しいただき
より良い時間を
過ごせました♪

あれ？？何か見えますか？



もう何度目の慰問になるのでしょうか…！
みなさんが来られるとなると、朝からそわそわ。
いざ始まってみると、あっという間に最後の曲に
なってしまいます(:_;)
これからもどうかよろしくお願いいたします★

月に１回、玄関前のホールに
墨の良い香りが広がります。
また、今回の広報誌の表紙は
４月に書いて下さった「時代」で
飾らせていただきました(*^_^*)

ボラン
ティア

歌・踊り
定期演奏会

書道教室

書道教室

毎月開催
星野由美子様

３

アロハフラワーズ様

芸能披露鑑賞会

2019.3.19 (Tue)

高綱 敏博様

素晴らしい出来ですね♪

堤 敏之様

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

山崎様の歌声に
合わせて合唱♪
幅広い唄の種類に
いつも驚きます…！

季節に合わせた
曲のラインアップで
聴いて楽しく、歌っても
また吉の時間です♪

やっぱり素敵★



開所した平成２６年１１月が増本先生の最初のマンドリンライブ。ゆきわりの里で迎えた初めての慰問・・・
素敵な演奏にご利用者の方々がなつかしさを感じたご様子で、お好きな曲を口ずさんでいました。
…あれから５年。たくさんの時間をわたしたちに届けてくださり、本当にありがとうございました…！！
千葉でもどうかお元気に、地域の方々へ素晴らしいマンドリンの音色とお二人の笑顔を届けてくださいね。

ＳＰＥＣＩＡＬ ＴＨＡＮＫＳ
増 本 光 雄 様

増本トシエ様ＴＯ

素敵な写真がたくさん！
毎回ゆきわりの里に
合わせたプログラムを
作ってくださっていました♪
歌謡曲から、民謡、唱歌…
クラシックやジャズも！
１時間なんてあっという間。

４

マンドリン
ライブ

春 夏 秋 冬

ラストライブ

遠い千葉から毎年３回。
岩室地域を回ってのライブ。
そんな楽しい時間もなんと
今回がラストステージ(:_;)
写真は今までの思い出の中から
選ばせていただきました…！

「ありがとう」と硬い握手を(*^_^*)

いつもニコニコと
利用者様に寄り添って
くださっていました(><)
おふたりの暖かさで
会場がいっぱいに(*^^)

2017＊夏



ゆきわりの里に「寿司屋台」が登場！
寿司職人が新鮮なネタをにぎってくれます♪
…でも1番人気はおいなりさん？（笑）
いつもよりもたくさん召し上がっておられ
満足そうな笑顔がみれました(*^^)

日々の
くらし

お花見
誕生会

職員紹介等

何貫目ですか～？？（笑）

ぺろりと食べちゃえます♪５

花見に行こう！と計画した日にばっちりのお天気☀
…とうまくいくばかりではないですが年に１度の桜を
楽しむため様々な場所へ♪
弥彦公園、上堰潟…ゆきわり近くへドライブも。
１年かけて咲いた桜はやっぱりきれいで
みなさまからも自然と笑顔が見られます♪
それにしてもあっという間に季節がめぐりますね(*^^*)

ご夫婦での１枚。
年に1度のお花見に
一緒に行けて本当に
よかったです♪

寿司屋台の次はらーめん！
味は「しお」「みそ」「しょうゆ」
なんと、おかわり自由で
３種類コンプリートされた方も♪
・・・みそが１番だったそうです～



やきいもの会

２月３日＊節分 「鬼は外～福は内～」

６

介護２係 介護職員 若月 優也
ゆきわりの里に一昨年の2月に入職しまして、あっという間

に2年がたち今年で3年目になります。この2年間で先輩職員や
入居者様には非常に多くのことを教えていただきました。

介護士としては、まだまだ未熟で経験も少ないですが入居
者様一人一人が毎日を笑顔で元気に過ごせるよう精一杯の
サポートをしていきます。

また、今年度は権利擁護委員会の委員長を務めさせて頂く
ことになり、接遇の面から明るく元気で活気のある施設にな
れればと思っています。プライベートでは、遂に30代に入り
体力の衰えをじわりじわりと感じています。毎年ジョギング
などの運動を始めようと思いながらも、思ったままで終わっ
てしまっているので今年こそは始めたいと考えています。

介護１係 介護職員 河上 昌子

利用者様の素敵な笑顔に癒され、「気づき」を大切に仕事
に励んでいます。他職種とも連携して、利用者様が安心して
穏やかな生活ができるよう努めていきたいと思っています。

すこやか福祉会に入職し、気づけば16年もの月日が経って
いました。かたくりの里・介護職→ケアハウスだいろ・生活
相談員→ゆきわりの里・介護職と３施設全てを渡ってきまし
た。16年の間で子供3人の出産・産休・育休を取得しまして、
子育てと仕事とで充実した日々を送っています。

ゆきわりの里へ異動してからは、久しぶりの夜勤をする
ことになり、不安なこともありましたが、周りの職員の助け
もあり、楽しく仕事ができることを嬉しく思っています。

はま寿司へ＊昼間っからビール、最高ですねぇ～❤

炭で焼いた
味は格別！
秋の味覚を
味わいます♪

素敵な笑顔とグーサインいただきました～(^_^)/

ほくほくですね♪



入所された時から書道教室に参加していただいています！
その書かれる姿や字に本当にびっくりしたのを覚えています。
優しさ、穏やかさが伝わるようなとってもきれいな字で…！
面会のご家族も堀江様の字をみて感動されていました(*^^)

ようやく春がやってきた！と思ったらもう季節は
夏に…！ゆきわり便りは今回で第6号、まだまだで
すね～(笑)

開所から丸5年が経ち、変わらないこと、変わっ
たこと様々にありますが…、皆様に支えられながら、
1年、また1年と過ぎていきました。

これからまた過ごす時間が、どうか皆様にとって
幸多き日々であることを願います。

広報委員

藤口 裕美

＊法人事務局＊
新潟市西蒲区橋本1003番地1
特別養護老人ホームゆきわりの里 内
担当：矢﨑/藤口（0256-82-1822）
Email：yu-fujiguchi@sukoyakabk.jp

11月
6日 増本 光雄様 マンドリンライブ

15日 つくし保育園様 歌・踊り

12月
22日 岩室民俗史料館様 門松作り

25日 アロハフラワーズ様、高綱様 芸能披露

2月 10日 池 宗美様 お茶会

3月 19日 アロハフラワーズ様、高綱様 芸能披露

4月
17日 増本 光雄様 マンドリンライブ

28日 池 宗美様 お茶会

編集
後記

様

＊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）

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♪

＊定期演奏会 堤 敏之様 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

＊Ｈ31.11～Ｒ1.5月

介護支援専門員

清水 由起子

相談支援係

ゆきわりの里の準備室よりご縁をいただいて早いもので５
年が経過しました。私は旧岩室村で現在は燕市在住です。老
人保健施設を経験し当特別養護老人ホームに来てから、前職
では経験できなかった部分の内容が多岐にわたっており、利
用者様、ご家族に関わりたくさん勉強させていただいており
ます。普段は事務所にいて、利用者様のケアプランを作成し
たり、受診の援助をしています。

担当させてもらっている利用者様、ご家族にとっては物足
りない部分を感じ、行き届かない部分はあるかと思いますが、
できるだけ関わりを持ちたいと考えておりますので気軽に声
をかけてください。

皆さんと楽しい時間を過ごせるようにしていきたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

今年１月に１名、4月に１名入職しました♪
他職種連携して、日々の業務にあたっております。
日々の暮らしを精一杯支えさせていただきます！

[ 1.16付 正規採用 ]

みなさんはじめまして。１月から
こちらで勤めております。

介護のお仕事は長いですが、ユ
ニット型に勤めるのは初めてです。
利用者様に寄り添い、心穏やかに、
生活できるようにお手伝いさせてい
ただきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願い致します。

片岡 和永 川上 渉

専門学校を卒業したわけではない
ので介護の仕事、知識について知ら
ない事が多いのですが、先輩方から
伝えられることを一つ一つ覚え、1
日でも早く一人前になり、笑顔を絶
やさずに先輩方・利用者様との良い
関係が築けるよう精一杯頑張りたい
と思っております。

どうぞよろしくお願い致します。

[ 4.1付 正規採用 ]

介護２係・きく/ゆり
介護職員

介護１係
介護職員

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

今年もこの季節がやってきました★
昨年に続き夏祭りを企画しております！
詳しい時間などはまた、月刊「ほたる」や
館内ちらしにてご案内させていただきます♪

月刊「ほたる」
毎月１日頃発行★

すこやか福祉会で利用者様の暮らしのため、
共に頑張ってくださる方を探しております…！
未経験でも大歓迎★ ご興味のある方は
法人事務局まで気軽にお問い合わせください♪

介護さん、
看護さん募集中！！

７


