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職員紹介

日常SNAP
１階従来型

毎月の誕生会、季節の
行事やドライブなど…！
たくさんの思い出を写真と
共に振り返ります♪
まだ、通常通りの面会に
戻すことはできませんが…
少しでも日常のご様子を
お届けできらと思います。

介護１係 介護職員

白倉 千晴
Chiharu Shirakura

誕生会

七夕会

みなさんが
「笑顔」で
過ごせること
を祈って…

岩室地域のお店から出前を
頼んだり、ユニットでお菓子や
焼きそばを作ったり…
美味しい物を“みんな”で
食べるのって幸せですね♪

お 食 事
イベント

ドライブ
弥彦駅にて

コロナ禍で、花見などのおでかけを
中止に…ですが10月に入り
密にならないところを考え、
「弥彦・国上ドライブ」へ♬
きれいな山々や紅葉に楓。そして…
素敵な笑顔が見れました(*^^*)

1階の介護士として働かせていただき、今年の８月で６年経ち、

前職も介護をしていたので介護士としては14年目を迎えました。

年数を重ねてもこの仕事の難しさを日々感じながら仕事をさせ

てもらっています。

自分のことを少し話すと、この職場に入って８ｋｇ程太りました

…。健康診断にもひっかかってくるようになり、３０代半ばにして

体の変化に驚いています(-_-;)身体が健康でなければ、できない

仕事だと思うので令和に年号も変わりましたし、減量と生活改善

をテーマに自分自身も「リニュール」できるように取り組みたいと

思っています。

一緒に働く仲間は個性豊かな人が多く、そしてとてもやさしく

て働きやすい環境です。上下関係も大切に良いチームワークで

これからも頑張ります！
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職員紹介

日常SNAP
２階ユニット型

ユニットそれぞれでご利用者様の
お誕生日には「一番喜ぶこと」を
届けられるように、日々の生活の中
リサーチ…✨しています( *´艸｀)

Cooking

HAPPY
BIRTH
D A Y

パンケーキ作り💛
廊下が良いにおい～

介護２係 介護職員

梅澤 喜子
Yoshiko Umezawa

あやめ・ふじユニット

開設からお世話になって早６年半が経ちました。

私自身介護の仕事に就いて２０年になりますが、まだまだ分か

らないことがあり、学ぶことがたくさんあります。改めて介護の

奥深さを実感しています。この施設に勤めて、初めてリーダー、

サブリーダーという役職に就かせて頂き、貴重な経験をさせて

もらいました。

今は出産し、産休、育休を取得し、育児短時間制度を経て、仕事

と子育ての両立に日々奮闘しています。これができるのも周囲

のご理解とご協力あってこそです。この恵まれた環境に感謝しな

がら利用者様、ご家族との関係を大切にし、心豊かな生活を送っ

て頂けるよう支援していきたいと思います。

大好きなものを
出前でご用意しました
半羽揚げにカニ一杯！
ご満悦ですねぇ(^^♪

Day

施設内外のお散歩やドライブ…ちょっとした日常のご様子を♬

Every

ゆきわりの里ではお食事作りを
“石本商事㈱様”に委託し、
常々話し合いながら、お食事を
提供させていただいております。
今回はそんな中でも月１回の
特別な「行事食」を紹介します♪

お食事

ゆきわりの里
の

土用の丑の日「うな重」

秋分の日「秋の行楽弁当」

「彩 海鮮丼」

みなさん
本当に
嬉しそう♪



合併号のため、令和元年６月～令和２年１１月の
新入職員や、かたくりの里からの異動職員、
新たに２階ユニット型の主任となった職員など…
前ページのお二人に続きゆきわりの里で働く
大切なスタッフを紹介します(*^^*)
正職員や準職員、短時間のパートなど、働き方に
関わらず、“介護職員さん”募集しております…！

染物に挑戦★
染め上がった布は
さらに手を加えて
各イベントでの装飾に
使っています(^^♪

介護２係 主 任

太田 成治
Seiji Ohta

R２.９.１着任

ゆきわりの里に勤めて早６年となり、今年の９月から２階の

主任としてゆり・きくユニットに配属することとなりました。

入職時から１階で勤めてきましたが、入居者の皆様と日々の

生活を共に過ごし、関係性を築いていくなかで、多くの経験を

通して感謝することの大切さを再認識することが出来ました。

２階でも初心と感謝の気持ちを忘れずに入居者の皆様が

日々笑顔で過ごして頂けるよう努めていきますのでよろしく

お願い致します。

職員紹介 介護・事務所職員

新入・異動職員

同じ法人内のかたくりの里から異動

してきました。特別養護老人ホームで

の仕事は、すごく久々で、また、前の施

設とはいろいろ違う業務内容なので

大変戸惑っていますが、早く仕事を

覚えて利用者様のお役に立てるよう

頑張りたいと思います。

介護２係 介護職員

阿 部 朝 也

Tomoya Abe

うめ・さくらユニット

R２.6.21異動

介護の経験が全くありませんでした

が、日々尊敬できる先輩方にご指導頂

きながら楽しく働かせて頂いています。

利用者様とのコミュニケーションを

大切に、利用者様に寄り添った介護が

できるように毎日笑顔を忘れず頑張っ

ていきたいと思っております。

介護 １係 介護職員

堀 越 美 穂

Miho Horikoshi

R元.6.1付入職

以前、介護士として施設や病院で、入

居者様の日常生活のお手伝いをする中

で、医療の知識や技術を必要とする場

面があり看護師になりました。まだ未熟

ではありますが、入居者様やご家族様、

職員の皆様から色々と学びながらより

良い援助が提供できるよう頑張ります。

看護係 看護職員

池田 奈緒子

Naoko Ikeda

R元.8.19付入職

今年の6月から生活相談員をさせていただいています。

今までかたくりの里でデイサービス・ショートステイの担当で

介護職員をしてきました。特別養護老人ホームの生活相談員

という所で日々が新しい事の発見で新鮮な毎日を過ごしてい

ます。利用者様の思いを大切にしていき、利用者様・ご家族

様・職員にとって気持ちよく過ごせる空間作りができるよう

に日々努めていきたいと思います。

相談支援係生活相談員

髙橋 達也
Tatsuya Takahashi 

9 真剣なご様子…！

菜園で採れた枝豆とご家族から
いただいた枝豆でビールを♬

R元.6.1 介護２係に異動
→ Ｒ2.6.1 相談支援係へ



総 務 係 事務職員

本間 大輝
Daiki Honma

～年目の…という職員紹介のページを広報誌でよく見かけますが、私は

自分の名前であいうえお作文をつくり自分を表現したいと思います。

だ いじなことは利用者様に楽しく過ごしてもらうことです。私はピアノ

が得意であるため、施設内のイベントで披露し、心から喜んでくれること、

演奏をきっかけに名前を覚えて下さることでやりがいを感じます。

い え（家）ついて行っていいですか？を好きでよく観ています。人には

それぞれのドラマがあるという点が面白く、これまでの背景を知る大切さ

を感じ、利用者様と話す時は背景に耳を傾けています。

き をつけていることは、利用者様の視点に立つことです。それは気持ち

の中だけでなく利用者と話すときも同じです。しゃがんで同じ目線で話す

事で信頼関係を築けると信じて今後も関わり合っていきたいと思います。

利用者様が少しでも笑顔で過ごして

頂ける時間が増えるように頑張って

いければと思います。

他施設での経験はありますが、先輩

方に助けていただきながら、日々元気

よく、また、謙虚な気持ちを大切に業

務に取り組んでいきたいと思います。

介護２係 介護職員

石橋 直樹

Naoki Ishibashi

あやめ・ふじユニット

R2.5.1付入職

他の施設で介護経験がありますが、

初心に返って一から頑張りますので

よろしくお願いします。

まだ日が浅いため、分からないこと

やご迷惑をおかけすることがあるかと

思いますが、利用者様に楽しく生活し

て頂けるように一生懸命頑張ってい

きたいです。

介護２係 介護職員

増田 大起

Daiki Masuda

うめ・さくらユニット

R2.4.1付入職

９月あやめ・ふじユニットで介護職員

として勤務させていただいております。

まだまだ不慣れなことが多く、ひとりで

バタバタしています。１人１人入居者様

の笑顔を大切にし、私自身もいつも笑

顔でいれるように心がけていきます。

よろしくお願い致します。

介護２係 介護職員

土田 香織

Kaori Tsuchida

あやめ・ふじユニット

R2.9.1付入職

病院、老健、施設を経験し、数十年過ぎました。嬉

しかったこと、悲しかったこと、辛かったこと、たく

さんありましたが、看護師になったことを後悔した

日はありませんでした。

自身の最後の職場となるここゆきわりの里で

人生の大先輩の入居者様といつも笑顔で過ごせ

たらいいなと思っております。

看 護 係 看 護 職 員

椎谷 美恵子

Mieko Shiiya

R2.5.1付入職

言語聴覚士として食べることや話すことの評価

や訓練等を実施しています。

特別養護老人ホームでの勤務は初めてですが、

利用者様のお食事やコミュニケーションをしっかり

とサポートできるよう、精一杯頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願い致します。

相談支援係
機能訓練指導員（ST)

徳 吉 美 咲
Misaki Tokuyoshi

R2.6.1付入職

介護の仕事を始めて今年で９年になり

ました。色々な経験をしてきましたが、

ゆきわりの里で生活するご利用者様に

日々新しいことを学ばせて頂いています。

その恩返しではないですが、ご利用者の

笑顔がたくさん見れるよう日々頑張って

いきたいと思います。

介護２係 介護職員

竹内 翔子

Shoko Takeuchi

きく・ゆりユニット

R2.6.16付入職

施設での仕事は初めてなのでなれな

いことばかりですが、みなさんに助け

て頂きながら勤務しております。早く

仕事に慣れ、入居者様１人１人の状態に

合ったサポートが出来るように頑張っ

ていきたいと思いますのでよろしく

お願いします。

看護係 看護職員

永嶋 瞳

Hitomi Nagashima

R2.11.16付入職

入職し、もうすぐ1年が経とうとしています。

新人と言っても40歳を超えており、入職当

初は年齢的に受け入れてもらえるか不安ば

かりでしたが、先輩方が仕事やプライベート

のことなど親身になってくださり、とても励

みになりました。常に入居者様が笑顔で生き

生きとした生活を送って頂けるよう日々取

り組んでいきます。

介護２係 介護職員

堀 剛
Takeshi Hori

きく・ゆりユニット

R元.12.21付入職
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入所された当初から、書道教室に
参加していただき毎回用意した
お手本のほとんどを書かれています♪
「うまく書けないわ」とおっしゃりながら
今回の題字はなんと書いた1枚目…！
おかげで素敵な表紙になりました★

題字
様

様

芸能披露慰問

フラダンス アロハフラワーズ 様

民謡 高綱様、金子様、渡辺様、本間様

民謡 岩室民謡同好会 様

フォークダンス さくらんぼの会 様

バンドライブ ザ・コルセッツ 様

コーラス 早川様、コーラス泉 様

定期演奏会
アコーディオン 山崎 紘一 様

フルート 堤 敏之 様

施設行事補助 お茶会 池 宗美 様

書道教室 講師 星野 由美子 様

その他 傾聴 本間 知子 様

ご支援・ご協力いただき、心より御礼申し上げます

現在、感染症流行のため、ボランティアの皆様の
活動をお断りさせていただいております。
また、慰問行事を再開次第ご連絡いたしますので、
その際にはぜひともよろしくお願いいたします…！

＊Ｒ1.6～Ｒ2.11月

ゆきわりの里ではfacebook&Instagramにて

日々のご様子や行事等の写真を随時投稿しています！

広報誌には載せきれなかったお写真も多数♪

ぜひぜひ、ご覧ください(*^-^*)

現在ホームページはリニューアルに向け、準備して

おりますので、また改めてお知らせいたします★

＊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

すこやか福祉会では利用者様の暮らしのため

共に頑張ってくださる方を募集しております！

未経験でも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！

昨年発行した5月から１年以上…お待たせして本当に申し訳

ございませんでした…代わりとはいきませんが今回は合併号

として通常より４ページ増量して発行させていただきました。

新型コロナウイルス感染症の流行から、私たちの日常は

変わりましたが、そんな中でもご利用者の皆様が安心して

生活できるように、日々多職種がそれぞれ精一杯の支援を

させていただいております。

まだまだ、この生活に慣れない日々が続くかと思いますが

これからもせめて広報活動を通じて、ご利用者様の暮らしを

お届けできたらと強く思います。

広報誌編集

石川 恭子
藤口 裕美

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

月刊「ほたる」
毎月中旬発行♪

Instagramや
Facebookが
見れないです…
というご家族様へ
月刊誌を作成し
毎月郵送させて
いただいてます！

ご希望の方、
石川・藤口まで
ご連絡ください♪

新潟県Komachi介護ご用聞きネット

（http://www.kaigogoyoukiki.net/niigata/）が

企画制作している介護フリーマガジン

「新潟の介護の仕事が

よくわかる総合ガイド

2020-21」

に施設紹介されました♬
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