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令和 2 年度を迎えて
桜花爛漫のよい季節を迎え、新年度がスタートしました。しかし今年は新型コロナウイルス感染症が世
界中に拡がり、大混乱に陥っています。世界の人口増加やそれに伴う地球の温暖化が背景にあるのでしょ
うか。感染症のある専門家はこれからも未知のウイルスが出てくる可能性が高いと指摘しています。
これを機に、各国とも、医療・福祉は勿論のこと、あらゆる分野において制度や仕組みを見直していか
なければならないでしょう。
社会福祉法人やすらぎ福祉会

理事長

春日

秀樹

日本においては人口減少、超高齢社会への対応策がとても十分とはいえません。もっとも国の施策に委
ねるだけでなく、私たちも社会、各地域にどう貢献していくかを真剣に考えなければならないと思います。

やすらぎ福祉会は昨年 2 月に小野市に大規模複合施設の「くつろぎの杜」を開設しました。現在順調に入居が進んでおり、軌道に乗
りつつあります。このことは法人及び職員にとっても貴重な経験と自信をもたらしています。今後の事業展開にも臆することなく取り組ん
でいけるものと意を強くしています。
職員の皆さんの活躍の場が多く設けられ、そこで研鑽を積み夫々能力を伸ばし、大きく成長されることを願っています。
何かと落ち着かない年ではありますが、しっかりとした心構えで一緒に頑張っていきましょう。

くつろぎの杜 施設長

ご挨拶

日頃は、社会福祉法人やすらぎ福祉会の活動にご理解・ご協力を賜りありがと

うございます。

平成 31 年 2 月にオープンし令和 2 年 2 月で 2 年目を迎えたくつろぎの杜です。
複合福祉施設くつろぎの杜は特別養護老人ホーム 100 床・ショートステイ 20 床・

デイサービス定員 20 名・グループホーム 18 床・サービス付き高齢者向け住宅

くつろぎの杜
施設長

前田 眞由美

50 床と企業主導型保育定員 20 名、併設にあすなろクリニック、ウェルシア薬局と

たくさんの事業を運営させて頂いております。現在、特別養護老人ホーム 60 名、

ショートステイは一日平均 15 ～ 6 名の方がご利用されておられ、グループホーム

は 13 名の方がご入居頂いております。2 月よりサービス付き高齢者向け住宅にも 2 名の方がご入居頂いており 4 月よりデイサービ
スもオープンし、これにより全事業所がオープンしました。

平成 31 年 10 月からは「我が事のように考える」を施設目標として掲げ全職員が問題意識を持ち僕は・私は関係ないと思わな
い施設作りをしてまいりました。

令和 2 年度も「我が事のように考える」を継続し、「毎日の暮ら

しに笑顔とくつろぎを」をくつろぎの杜のモットーとし法人理念・施

設目標・施設のモットーを職員一人一人が理解し実行できるように
心がけていきたいと思います。「今、何をすべきか」を考え優先順位

を決定し判断基準を共有することで部署長が不在時でも部署長と同

じ判断が出来る職員を育てる施設にしたいと考えております。またケ
アカンファレンスにはご本人・ご家族に参加していただきご意見やご

要望を伺いケアプランに反映できるように努めて参ります。今年度も

職員一人一人の力を十二分に発揮し自分の両親を入れたいと思える
施設づくりを行ってまいります。

今後とも、地域の皆様に愛される開かれた施設づくりを目指し日々

努力してまいりますので、ご支援・ご協力賜りますようよろしくお願
い致します。

つくし園だより
ご

か

し

き

真心つくして笑顔と安心を

ん

天皇陛下から「御下賜金」を拝受いたしました
この度、社会福祉法人やすらぎ福祉会 特別養
護老人ホームつくし園に対して、天皇陛下より
令和で初となる御下賜金を賜りました。
御下賜金の伝達式は令和 2 年 2 月 26 日（水）
午前 11 時につくし園デイホールにて行われ、
神戸市高齢福祉部上田部長より、社会福祉法人
やすらぎ福祉会理事長春日秀樹に宮内庁長官か
らの伝達書が手渡され、謹んで拝受いたしまし
た。
御下賜金は、天皇陛下の御誕生日に際し、社
会福祉事業御奨励の思し召しをもって、各都道
府県及び政令都市それぞれ１施設の『優良な民
間社会福祉事業施設・団体』に金員を下賜され
るものです。
地域とともに福祉の向上と発展に尽力した功
績が認められ、御下賜金を拝受する榮に浴した
ことは、私たちにとって大きな喜びであり、創立 30 周年の節目にあたりより一層の励みとなります。これもひとえに皆様方の支
えがあってのことと厚く御礼申し上げるとともに、職員一同これを機に、この栄誉に恥じぬよう福祉事業の充実発展に向けて更に
精進し、与えられた使命を果たして参りたいと存じます。今後とも何卒よろしくご指導のほど御願い申し上げます。

季節行事

おやつ作り

ハワイアン

クリスマス会

ガトーショコラ

月見団子

餅つき
たこ焼き

節分

毎月、皆さんで
おやつ作りをしています。

ひな祭り

どら焼き

ケアポート神戸だより
あんしんすこやかセンター
昨年の 12 月、毎年来て頂いているグループ「ミュージック
セラピーグループ

真心を 笑顔にこめて サービスを
〜 Service with smile and spirit 〜

栄養士より
栄養科ではご利用者さんに楽しんでいただける様に、行事

ハーモニー」に来て頂きました。地域住

食や料理クラブをおこなっています。行事食では忘年会での

民の方が楽しみにしているボランティアグループで、季節に

握り寿司や、おせち料理を提供しました。料理クラブでは、

あった演奏等があり、ボランティア・参加者が一緒になり楽

スイートポテト作りや、シフォンケーキのデコレーションを

しい時間を過ごしました。

していただき、ご利用者さんに楽しんでいただけたと思いま
す。今後もご利用者さんに楽しんでいただける様々な企画に
取り組んでいきたいと思います。

特 養
大忘年会を開催させて頂きました。今までの忘年会とは内容を大きく変えて、ご利用者さんも職員も参加する二人羽織と、ファッ
ションショーを開催しました。二人羽織では、職員がご利用者さんにケーキを食べさせていただきました。顔が汚れても大丈夫と
伝えても、
「可哀そうやんか、ねぇ～」と気遣ってくれていました。職員と職員の場合は……お約束の結果でした (;^ ω ^ ファッショ
ンショーでは、ご利用者さんもご家族も職員も、様々な衣装やコスチュームでランウェイを歩いて、たくさん楽しんで頂く事がで
きたと思います♪同じく 12 月にはルミナリエや餅つきの行事もあり、楽しいことが盛りだくさんの年末でした！

誕生日会
2 月にケアポート神戸

最長寿の方の誕生日をお祝いさせていただきました。

明治、大正、昭和、平成、令和と 5 つの元号を迎えられ、現在 108 歳です。
これからも最長寿記録を更新し続けていただきたいと思います。

さつき園だより

気持ちのいい挨拶に
笑顔を添えて…

もちつき
さつき園では、毎年恒例のもちつきを開催しました。ケアハウス・デイサービス・特養・ショートステイの方々が参加されました。
職員による “もちつきにまつわる話” で始まり、もちつきでは、職員・ご利用者さんがつき、いつもとは違う迫力に皆さん「おおーっ」
と圧倒されていました。また、成形する時ではたくさんのおもちをご利用者さんと職員が一緒にコロコロと丸め、とても楽しまれ
ていました。
その日のおやつは、おしるこの中につきたてのおもちが入っていて、「美味しい。」「自分で作るおもちはいいね。」と、満足気に
召し上がられていました。ご利用者さんに年の瀬を感じて頂けたのではないでしょうか。「また、来年も楽しみにしているわ！」と
笑顔で期待されていました。

デイサービス
外出の際はいつも賑やかで楽しみにされてるご利用者さんが多くおられます。
そんなさつき園デイサービスセンターからのお知らせです。
令和 2 年 4 月より事業所規模の変更により、「通常規模型通所介護」から「大規模型通所介護」に変更となりました。定員数 35
名の大きい規模のデイサービスで、充実したリハビリプログラムや、楽しい行事を企画して皆様のご利用をお待ちしております。
これからも、さつき園デイサービスセンターをよろしくお願い致します。

さつき園デイサービスはいつも元気いっぱい！！！

年始は大人数で初詣に行ってきました。

接遇大賞 2020
さつき園 ､ あきの荘では毎年 ､ 職員の中から接遇大賞を選出しています。
選ばれた職員をお手本に ､ 全職員でより良い接遇を目指します。

これからも頑張ります !!

さつき園あきの荘だより
特養
あきの荘摩耶ユニットにてクリスマス会を行いました (^^)
ボランティアとして参加した幼稚園から小学生の子どもたちが、ダ
ンスやピアノを披露してくださいました。緊張しているご様子でした
が、とても上手で、ご利用者さんと職員を楽しませてくれました。
最後にはサプライズでサンタクロースやトナカイに扮した職員から
ご利用者さんへプレゼントをお渡ししま
した。
皆さんとても喜ばれていました (*^^*)

ショートステイ
あきの荘ショートステイでは、ご利用者さんの健康や施設で充実した生
活を送っていただくために、
毎日リハビリ体操をさせていただいています。
どなたもにこやかに曲に合わせ身体をしっかりと動かしてくださります。
リハビリ体操をすることで他のご利用者さんとの関わりも増え、ご利用
者さん同士の大切な関わりの場にもなっています。これからもご利用者さ
んの健康と笑顔のためにリハビリ体操を続けていこうと思います。

ケアハウスさつきホームだより
令和元年 10 月 30 日はケ
アハウスでステーキを食べた
い人を募り、ひよどり台にあ
る「いきなりステーキ」に行っ
てきました。
皆さんお年を召しておられるので少量のお肉を注文す
ると思いきや、全員が 300 ｇのステーキを注文！同行し
た職員は食べれるのかな？と思いましたが、そんな不安
をよそにおいしそうに早々と召し上がられていました。
日頃食べることがない料理ということもあり箸が進ん
だのかもしれませんが、さすがにその日の夕食はお腹
いっぱいであまり食べれなかったようです。
また、これからも様々なところへご一緒させていただ
きたいと思います。
１月６日

和田神社に初詣に行ってきました。

さくらホームだより

明るい笑顔に真心こめて

職員紹介

さくらホームの行事紹介

ふるばやし

古林

楽しいおやつ作り！

クリスマス会に
ダンスショー！

佑介

1 月より看護小規
模多機能型居宅介
護に就職しました
「古林 佑介」です。
毎日、勉強の日々
ですが 1 日でも早
くご利用者さんの
生活に寄り添えるよう頑張ります。

新年のお参り
今年もいい年に！

子ど も た ち の 可 能 性 は 無 限 大 で
す。そんな可能性を広げるひとつと
して、さくら保育園では ECC 英語
正課を取り入れ月に 2 回英語に親し
んでいます。年に 2 回の外国人講師
によるネイティブレッスンでは子ど
もたちの笑い声が響き渡るとても特
別な時間です。これからも様々な経
験ができる場を作っていきたいと思
います。

保育園の取り組み

ゆうすけ

みやぐち

宮口

まちこ

街子

色々な方との繋が
りで定期巡回とい
うサービスを知り
11 月 よ り 入 職 し
ま し た。 実 際、 働
いてみて奥深い
サービスだと実感
しています。これからも人との繋がりを
大切に楽しんで行きたいと思います。

やすらぎ介護センター つくしが丘だより

笑顔で元気になれる
場所をやすらぎで

笑顔で元気になれる場所をやすらぎで！

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

総務職員

看護職員

歯科衛生士

介護職員

有岡

清水

李原

知佐子

敦子

弘美

野本

坂岡

岩井

かおり

康代

由紀美

管理者兼生活相談員

稲垣

昌子

介護職員兼生活相談員

細川

亜衣子

介護職員

松本

藤田

影本

看護職員

晶子

道子

真理子

染崎

迎

美紀

井筒

かおる

弥生

いつもは行事や日頃の風景をお伝えしているのですが、この度は趣向を変えて、やすらぎ介護センターつくしが丘の職員紹介を
したいと思います。現在総勢 14 名の職員で頑張っています。女性ばかりの職場ですが、女性として母として子育てや親の介護な
どみんなに相談出来る場所、自分らしくいられる場所として。またご利用者さんが楽しく、自分らしく過ごせる場所として、これ
からも変わらず頑張っていきたいと思っています！これからもご指導よろしくお願いします。

梅香園だより

笑顔あふれるやすらぎの生活を
サポートします

手作りマスク 静かなブーム
「店頭で手に入らないなら、作ったらいい。」きっかけは、デイサービス相談員の一言

でした。日々の業務で何気なく使っていたマスクが入手困難な状況になり、今ある在庫

も心もとない状況にあります。そんな中、手作りマスクが静かに施設の中で広がりつつ
あります。素材もキッチンペーパーや不織布などを使います。なかなか手に入らないゴ

ムの部分はストッキングを輪切りにしたものを活用。ノーズワイヤーにはラッピングで

使う針金を代替えするこだわり。ミシンを使わず、折り目には両面テープや糊付けで。
仕上げにアイロンで熱処理を施し除菌スプレーをすれば完成です。好みの素材でサイズ
もカスタマイズできるのがメリットとのこと。何より、使い捨てにしてきたマスクに愛
着がわき、大切にするようになったという声も。一職員の一言から広がった手作りマス

クの輪。新型コロナウイルスによって、不便なこともありますが、物を大切にする、与
えられた状況の中で創意工夫をするという忘れかけていたものを見つめ直すきっかけと
なりました。有難い・・・難が有って初めて気づくのかもしれません。

人生いろいろ 館内アナウンス
「換気の時間です。窓を開け、新鮮な空気を取り込みましょう。」

新型コロナウイルスの対策として、1 日 5 回、梅香園の館内にアナウンスが流れます。

当初は職員が担当していましたが、現在はご利用者さんにもお願いしています。梅香園全

体の取り組みに、ご利用者さんも参加していただきたいと思い、始まりました。原稿読み
のリハーサルをしていただいて、本番に臨みます。本番前は不安げなご利用者さんもいざ

マイクを前にすると堂々と読み上げてくださいます。抑揚や声質は個性派揃い。か細い声

ながらも懸命に読む声がスピーカーを通じて伝わる日もあれば、局アナ顔負けの流暢な放
送の日も。別の日には力強い声で訴えてくれるご利用者さんもいます。それぞれの声に歩
んでこられた長い人生の片りんを感じることができ、職員の心に響きます。新型コロナウ
イルスの影響で、世界中が暗い空気に包まれていますが、ご利用者さんの元気な声のおか
げで、前向きな「気」が新鮮な空気とともに梅香園の中に流れています。

真剣なまなざしで
原稿を読む
ご利用者さん

いざ本番！

アナウンスバッチリ
でした♪
ありがとうございます。

梅香園お馴染みの紅白の梅。今年も見事に咲いてくれました。甘くて芳醇な香りもお届

けできれば良いのですが・・・。「梅」について少し調べてみると梅は厳冬に咲くことから

厳しい状況でも笑顔を絶やさない人、やがて落ちて芽を出すことから生命のしるしとされ
ているそうです。とっても良い意味を持つ花だったんですね！名前に負けないよう梅香園
職員一同、ご利用者さんとともに笑顔を大切に過ごしたいと思います。

職員紹介

太田

きよみ

満野

昨年の 10 月に梅香園へ異動して参りま
した。梅香園の目指す「心身ともに元
気になれる施設」を目標に医療面から
サポートできるよう努力していきたい
と思います。常に笑顔を忘れずに皆様
がホッとできる存在になれるよう頑張
りますので宜しくお願い致します。

浅野

晶子

12 月から入職い
た し ま し た。 こ
の業界で働くの
は初めてなので、
まだまだ知識は
あ り ま せ ん が、
しっかり学び少
しでも皆様のお役に立てるよう、頑張
りたいと思っておりますので宜しくお
願い致します。

功二

介護業界に飛び込んで１５年、梅香園に入職
して早1か月がたちました。諸先輩方のご指
導の下、日々自身も成長させていただいてい
ると実感しております。今後も、この経験を
糧にご利用者さんの思いを形にすることを心
情とし、生活を全力でサポートしていきたい
と考えております。宜しくお願い申し上げます。

室脇

優子

昨 年 11 月 に 梅
香園に入職しま
し た。 こ の 業 界
で働くのは初め
て で す が、 ご 利
用者さんが安心
して楽しく過ご
せるように、日々努力し学んでいきた
いと思います。どうぞよろしくお願い
します。

村上

沙季

昨年 10 月より特
養 に 勤 め させ て
いただき、今年 3
月からはデイサー
ビスに異動になり
ました。介護現場
に 入り約 4 年 が
経ちましたが、まだまだ日々勉強させて
いただいております。持ち前の明るさと
笑顔を武器に頑張りたいと思います。

恵風園だより

あなたの輝きを私達とともに

クリスマスコンサート

もちつき
年の瀬の 12 月 27 日、毎年

12月21日は神戸を中心に活動されているヴァイオリニストの

恒例のもちつき大会を行いま

長永啓子先生とピアニストの森珠美先生がお越しになり、めぐみ

した。

ホールでご利用者さんやご家族の方々にヴァイオリンとピアノの

恵風園、さくらホーム、春

演奏を披露いただきました。また当日は、恵風園だけではなく、

日病院から大勢のギャラリー

やすらぎ福祉会の他施設からもご利用者さんが来られ、本格的

が集まり、例年以上に賑わいました。

な演奏をお楽しみ頂きました。

恵風園のご利用者さんも大勢、杵を握ってお餅をついてく

クリスマスでお馴染みの曲は勿論、唱歌やクラシック、テレビで

ださり、杵が振り下ろされるたびに、
「よいしょ！よいしょ！」

お馴染みの情熱大陸など様々な曲を演奏いただきました。唱歌の

と掛け声や手拍子が沸き上がりました。

演奏の際には中央スクリーンに表示された歌詞を見ながら皆様一
緒に歌ってくださり、とても楽しいひと時をお過ごし頂きました。

職員紹介

恵風園の新しい仲間を紹介します。
鈴木

真弓（左）

昨年 10 月から恵風園に異動して参りました。梅香園では 10 年間お世話になりました。
これからも以前と同じようにご利用者さん、ご家族に安心して生活して頂ける様に頑張り、信頼関係も築い
ていきたいです。

有友

菜美子（右）

昨年 10 月から恵風園に異動して参りました。皆様が安心して健康な毎日を過ごせるように看護師として役
目を果たしていきたいです。よろしくお願い致します。

因幡

由江（左）

平井

昨年 12 月より恵風園でお世話になってお
ります。特養で働くことは初めてで戸惑う
こともありますが、ご利用者さんに快適に
笑顔で楽しく過ごして頂けるよう努めてい
ますので、よろしくお願い致します。

岡本

陽子（右）

1 月に入職しました。ご利用者さんが楽し
く安心して過ごして頂けるよう、日々、頑
張ります。

吉田

江里子（左）

昨年 9 月末から恵風園でお世話になって
おります。ご利用者さんに言っていただく
「ありがとう」という言葉を励みに頑張って
おります。どうぞよろしくお願いします。

石井

満代（右）

12 月より恵風園でお世話になっておりま
す。まだ分からないことがありますが、よ
ろしくお願いします。

陽子（左）

11 月より恵風園でお世
話 に な っ て お り ま す。
介護施設で働くのは初
めてですが、しっかり
学んで楽しく過ごして
頂けるよう頑張ってい
きたいと思っています。
よろしくお願いします。

石見

益造

2 月より恵風園ショートステイ相談員と
して異動してきました「いわみ」と申し
ます。一期一会を大切に、ご利用者さん、
ご家族に寄り添い笑顔の多いショートス
テイを目指し努力していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

ひよどりホームだより

自分らしい暮らしをいつまでも

レクリエーション
お出かけショッピング

ホットケーキ作り

ご利用者さんと買い物に行きました。
職員と協力して、綺麗な丸い形を形成
欲しい物が見つかって、大変喜ばれてい
中。ご利用者さんもすごく集中して焼か
ました。
れていました。
ご利用者さんの一言
ご利用者さんの一言
「お菓子など
「久しぶりの
を自分で見て
料理作りだっ
選 び、 買 え た
た の で、 食 べ
ので楽しかっ
る事より焼く
た。」
作業の方が楽
しかった。」

職員紹介

寺島

康之

たこ焼きパーティー

たこ焼き機は、家でも使っていたとの
こと。凄く慣れた手つきで、ひっくり返
されていました。他のご利用者さんの分
も作ってくださいました。
ご利用者さんの一言
「いい感じに、美味し
く 焼 け て、 楽 し か っ
たです。」

越田

3 月より、ひよどりホームに入職いた
しました寺島康之です。前職は、沖縄
の宮古島で海のガイドの仕事していま
した。まだまだ未熟者ですが、ご利用
者さんと笑顔で過ごせるよう、日々勉
強し頑張っていきたいと思います。よ
ろしくお願いします。

ソラーレだより

直樹

3 月から介護職員としてお世話になり
ます越田直樹です。まだまだ未熟な部
分もありますが、これから頑張ってい
きたいと思います。よろしくお願いし
ます。

楽しみのある生活を続けるために

カニすき鍋

須磨水族園

令和元年 12 月の忘年会でカニ
すき鍋パーティーを行いました。
ご家族にもご参加いただき久
しぶりの家族団らんのお食事に
皆さん楽しそうに召し上がって
おられました。今年もご家族と
共に楽しい忘年会を企画したい
と思っております。

須磨水族園に遊びに行きまし
た。
久しぶりの水族園に大変喜ば
れておられました。これからも
外出企画をして楽しんでいただ
きたいと思います。

職員紹介

ソラーレ保育園
中尾

茂昭

2 月よりソラーレ生活相談員と
して配属になりました中尾茂昭
です。直接介護としてご利用者
さんと関われなくなった分、本
人様・ご家族・職員等、その方
と関わるあらゆる人々をつなぐ
良き架け橋として頑張っていき
たいと思います。宜しくお願い
します。

ソラーレ保育園 主任

西川

宏実

ソラーレ保育園で主任をしております。
昨年の5月にオープン。立ち上げから携わるのは初めての経
験ですので、日々一喜一憂しながらも、可愛い子どもたちから
元気をもらっています。園では運
動遊びを取り入れた保育に取り組
み、職員一同勉強の毎日です。子
どもたちが元気いっぱい笑顔いっ
ぱいに育っていくことを楽しみな
がら、一緒に成長していきたいと
思っています。どうぞ宜しくお願い
お弁当美味しかったよ！
ありがとう！
致します。

くつろぎの杜だより

毎日の暮らしに
笑顔とくつろぎを

オープンより 1 年が経ちました！『毎日の暮らしに笑顔とくつろぎを』を掲げ、2 月にサービス付き高齢者向け住宅が始動し、
ますます活気あふれるくつろぎの杜。デイサービスもスタートに向けて準備中です。

サービス付き高齢者向け住宅

デイサービス

行事委員会
元気な “鬼は外～、福は内～” の掛け声とともに、鬼めがけて新聞紙のボールを投げ、邪気払い。ひな祭りでは♪おいしい、お
いしい甘酒屋♪がやってきました。甘酒を味わいながら昔話に花が咲きました。毎月様々な行事を企画し、職員一丸となり取り組
んでおります。昨年はすべてがくつろぎの杜にとって初めての行事ということもあり、試行錯誤しながら行いました。今年度もご
利用者さんに楽しんでいただける行事を企画していきます！

リスクマネジメント委員会
『リスクマネジメントとは？』について学ぶ研修会を開催しま
した。グループワークではたくさん
の意見が出され、実りのある時間
となりました。 初 心を 忘 れず、 安
心・ 安全な生活を送っていただけ
るようスキルアップを目指します。

にじいろ保育園
行事はいつも一緒に楽しみます♪お友達も増え、元気いっぱ
い走り回ります。今日はどんな遊びをしようかな☆キラキラ笑
顔があふれています。

～御礼～

接遇委員会
新しい年度を迎え、全職員が新たな気持ちでスタートできる
よう『ビジネスマナー研修』を行いました。“あいさつ” の重要
性を中心に、身だしなみ・言葉遣いな
どを学びました。
施設へ来られるすべての方に気持ち
の良い対応ができるよう、日々の積み
重ねを大切にしていきたいです。

行事食
お正月は祝い鯛、誕生日は手作り
ケーキ。季節の食材を皆様に楽しん
でいただけるように、毎月栄養だよ
りを作成しています。
職員・ご利用者さんと一緒におや
つ作りをたくさん取り入れていきます。

グループホームご利用中のご家族 ( 大園智子様 ) より、マスク大人用 65 枚・子供用 38 枚・
除菌用ウエットティッシュ 4 パック ご寄附いただきました。お気遣いに感謝いたします。

8 名の新しい職員が仲間入りしました！

今年度、やすらぎ福祉会の新しい仲間として 8 名を迎え入れました。事前アンケートをもとにご紹介します。これ
から、同期や先輩職員とのコミュニケーションを大切にし、これからの福祉を担ってくれる皆さんの活躍を大いに期
待しています。
梅香園
A1

中原 春陽

A1

家で用事を手伝って過ごしています。

A4

日々の努力を惜しまずに知識や技術を高め立派
な介護福祉士になりたいで
す。

A5

今はできることが限られ
ていますが、これからもっ
と努力してできることを増
やしていきたいです。

さつき園あきの荘
A1

A4

Q3 新型コロナウイルスの影響でお店
が閉まっています。休みの日は何
をして過ごしますか？

資格の勉強をして介護福祉士以外の資格も
取得したいです。日々、向上心を忘れずに
成長していきたいです。レベルアップします！

A4

Q4 5 年後、10 年後のライフプラン
を教えてください

A1

高校生の時にボランティアでさつき園のデイサー
ビスで実習をした際に素敵な施設だなと感じたこ
とがきっかけです。
自宅で友人や弟とゲームをしたり、ギターを弾い
たりしています。

介護職員としての活動のみでな
く、生活相談員としても働きた
いと思っています。社会福祉
士や他の資格にも挑戦してみ
ようと考えています。

Q5 意気込みを！

西川 舞音

さくらホーム

A1

A2 ご利用者さんが自立した生活を送れるように残存
機能を活かしながらサポートしたいです。

A2

A3

自宅で寝ていることが多いです。

A4

何事にも積極性をもち、粘り強く前向きに頑張る
職員になりたいです。

A5

こつこつと介護技術を高め、
何事にも前向きに取り組ん
でいきます。

A3
A4

A5

李 正悟

A1

A2 ご利用者さん、職員の方々から頼ってもらえるよ
うに頑張ります。
A3

家でゴロゴロしています。

A4

5 年後には何か資格を取る。10 年後にはリーダー
か生活相談員になる。

A5

早く仕事に慣れて独り立ちで
きるようになります。よろし
くお願いします。

栗林 邦宜

ケアポート神戸

施設の外観、内観がとてもきれいだったからです。

面接や施設見学を通して、働く職員の笑顔と活気
ある仕事風景が印象的で働きたいと思いました。

A2 ご利用者さんに不自由なことなく、安全・安心な
ケアができるよう心掛けたいです。
A3

陸上部の長距離種目をしていたのでよくジョギン
グをします。

A4

生活相談員やケアマネジャーな
どチャレンジしていきたいで
す。

A5

介護の経験はなく初心者です
が、一生懸命頑張ります。

熊本 柚香

梅香園

中学生のころにトライやるウィークで介護の仕事
を体験したことで、人の役に立てる仕事がしたい
と思いました。

A5 まずは一人の職員としてしっか
り仕事を覚えてこなすこと、そ
の上でご利用者さんと良い
関係を築くことができる
ように努力したいと思
います。

A1

Q2 介護職員としてどんなことを頑張
りたいですか？

A5 「ご利用者さんの方に寄り添い、ご家族も
含めて笑顔にできる介護福祉士」と目標
に決めた初心を忘れず大切にし、毎日笑
顔で毎日成長しレベルアップしていける
よう頑張ります！

梅﨑 皓太

恵風園

Q1 や すらぎ 福 祉 会 で 働 きた いと
思った理由を教えてください。

A3 テレビや映画を見たり、少し長めに寝たり、昼寝をしたりゆっ
くり過ごしています。友達とも「会うのを自粛しよう」と決め、
SNS で連絡を取りながら過ごしています。遊べるようになっ
たら行きたいところリストを作って、今は我慢しています。

A2 ご利用者さんだけでなく、ご家族や他の職員の方々
にもきちんと配慮をして行動することが目標です。
A3

就職フェアがきっかけです。実際に働いている方の話を就職
前から聞くことができたからです。また施設見学をさせてい
ただいた際に、職員の方が楽しそうに働かれており私も一緒
に働きたいと思いました。

A2 ご利用者さんに「あなたがいてよかった」と思っていただけ
るような介護を提供できるよう頑張りたいです。目の前の仕
事を丁寧に行い、介護福祉士として社会人として成長できる
よう頑張りたいです。

A2 ご利用者さんのことを一番に考えて、誰からも頼
りにしてもらえるような介護職員になりたいです。
A3

殿界 紗綾香 Question!

くつろぎの杜

高校生の時にボランティアや実習で梅香園に行か
せていただいたとき施設の雰囲気がとても明る
く、職員の方も優しくて楽しそうな施設だなと思っ
たからです。

いろいろな求人を見ているとき、目に留まりまし
た。ホームページを見ると、心が温かくなるよう
な出来事がたくさん書いてあり、ここで働きたい！
と強く思いました。
周りをよく見てご利用者さんやご家族の気持ちに
寄り添い親身になって考え、また汲み取れるよう
になりたいです。

家事を手伝ったり、音楽を聴いたり、仕事のメモ
を見て教えていただいたこと振り返ったりして極
力外に出ないようにしています。
資格取得にも力を入れ、介護につ
いて学びます。ご利用者さんや職
員とも信頼関係が築けていける
よう日々努力します！

初めてのことだらけで迷惑をお
かけすると思いますが、いてく
れてよかったと思っていただける
よう精一杯頑張ります。

盛 慎也

ケアポート神戸
A1

会社説明会のとき見学させていただいて、働いて
いる職員さんが明るく人柄がとてもよかったから
です。

A2

全くの素人なので先輩職員が教えてくださること
を覚え、基礎的なことを身に付けていきたいです。

A3

自宅にて掃除、家事、読書、TV ゲーム等をして
います。

A4

一 人 前 の 介 護 士として働き、
周りからの信頼が厚い職員に
なりたい！

A5

先輩職員にしっかりついてい
き、コツを学び、技術を身に
付けていきたいです。

北

静

美

陽

司様

代様

鈴様

子様

舟

小

西

増

長

本

橋

西

尾

田

岡

庸

文

藏様

美様

久様

勝様

義

（順不同）

博様

男様

月迄お受付分

3

ご寄付ありがとうございます。

今

橋

正

子様

由

月
年

市

本

淳

子様

令和元年
～令和

西

浦

雅

期間

大和田

勝

原

渦

代表
藤野孝子 様

さつき喫茶

カトレア神戸 様

吉安文太郎 様

ケアハウス

施設長

ふじの里 様

八多の里

長井ゑつ子 様

カトレアすずらん台 様

代表

ケアハウス
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やすらぎ福祉会

社会福祉法人

http://www.yasuragi-swc.or.jp

おおむね65歳以上の方で、常時介護を必要とし、在宅
介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム） 生活が困難な方に施設に入居いただき、食事や入浴等の

看護小規模多機能型
居宅介護

介護、相談やその他日常生活上のご支援をします。

ケアハウス
グループホーム

サービス付き
高齢者向け住宅

独立生活に不安があり、家族の援助が困難な方に入居い
ただき、日常生活の面でご支援をします。
認知症の方が専門スタッフの援助を受けながら、９人の
ユニットで共同生活していただく施設です。個々の能力
に応じて料理や掃除といった役割を担いながら、自立し
た生活を目指します。
自立の方から、要支援、要介護の方までご入居いただけ
ます。安心・便利なサービスが充実しており、お一人お
ひとりに合った、快適で安全に暮らしていただける住ま
いを目指します。

ショートステイ

短期間において施設をご利用いただき、食事や入浴等の
介護、相談やその他日常生活上のご支援をします。

小規模多機能型
居宅介護

通いや訪問、宿泊のサービスを一体的に提供し、住み慣れた
地域で、安心して生活が続けられるようご支援をします。

小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを一体的
に提供し、医療ニーズの高い方にも安心して生活が続け
られるようご支援をします。

デイサービス

送迎を行い日帰りで入浴、食事やレクリエーション等の
サービスを提供します。

ホームヘルパー

寝たきりのお年寄り等を介護している家庭に食事・入
浴・排泄等の介助に伺います。

訪問看護

主治医との連携のもと在宅療養が継続できるよう看護師
等が援助に伺います。

定期巡回・随時対応型 訪問介護と訪問看護を一体的に利用することができま
す。定期巡回と随時に対応することで、24時間の安心
訪問介護看護
と安全を守り、在宅生活をご支援いたします。

居宅介護支援

居宅介護計画（ケアプラン）の作成等介護保険制度の各
申請代行を行います。

あんしんすこやか
センター

介護予防、権利擁護等、地域の方の多様な相談を受け、
必要な支援につなげます。

つくし園

ケアポート神戸

〒651-1262
神戸市北区山田町東下字野田南30番地

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通3丁目2番6号 〒651-1101
神戸市北区山田町小部字杉ノ木3番地の2
078-221-1515
078-221-4800

078-582-0041
078-582-0447

さつき園・あきの荘・さつきホーム
078-594-7711
078-596-4800

脇の浜高齢者介護
支援センター
078-221-5566
078-221-4800

恵風園
〒651-1101
神戸市北区山田町小部字惣六畑山8番地の88
078-592-7100
078-592-7111

介護型ケアハウス ソラーレ

ひよどりホーム
〒651-1124
神戸市北区ひよどり北町3丁目2番地
078-743-6100
078-743-6110

〒651-1124

神戸市北区ひよどり北町3丁目2番

078-747-5201

078-747-5202

ソラーレ保育園
078-747-6226
078-747-6227

梅香園

在宅サービス複合施設さくらホーム やすらぎ介護センターつくしが丘

〒651-1101
神戸市北区山田町小部字南山2番35

〒651-1101 神戸市北区山田町小部字惣六畑山8番地の18

078-596-6622

078-596-6620

（訪問看護）
５９６-６０５０
（訪問介護）
５９６-６０８０

078-595-2001
078-595-2003

さくら保育園

〒651-1212
神戸市北区筑紫が丘4丁目2番7号
078-586-6500
078-586-5544

（さくらホーム内）

078-596-6632

複合福祉施設くつろぎの杜

春日病院

〒675-1327 小野市市場町926番462
0794-62-1560
0794-62-1570

〒651-1144
神戸市北区大脇台3番1号

あすなろクリニック

078-592-7500
078-593-5217

0794-88-6110
0794-88-6111

にじいろ保育園

協 力 医 院

0794-62-1336
0794-62-1570

法人本部

http://www.kasuga.gr.jp

〒651-1101

春日歯科医院
〒651-1144
神戸市北区大脇台2番34号
078-591-5581
078-591-5522
協力歯科医院

神戸市北区山田町小部字惣六畑山8番地の88（恵風園内） ＴＥＬ 078−593−7171 ＦＡＸ 078−593−6262

