「愛・誠実・謙虚・感謝」を大切に、皆様の幸せな生活のお手伝いをさせていただきます

愛生福祉会

第18回 愛生福祉会

人財開発プロジェクト

合同作品展

Human resource development project

優秀作品賞発表

平成30年5月20 日鳩の丘にて開催されていた「第18 回愛生福祉会
合同作品展」の優秀作品賞の発表と授賞式が同会場にて行われま
した。年々作品のレベルが上がる中、以下の方々が見事今年の
優秀作品賞を授賞されました。おめでとうございます。

2018年

秋号

最優秀賞

最優秀賞

個人作品の部

共同作品の部

個人作品の部 最優秀賞
デイサービスセンター筒井

介護職・看護職 積極採用中 !
「介護の仕事に興味がある」「施設見学をしてみたい」など、どなた

努力賞
ユニーク賞

可能です。皆様のご参加をお待ちしております。
社会福祉法人 愛生福祉会
名古屋市北区鳩岡町 1-7-20
地下鉄名城線「黒川駅」下車
市バス（黒川 11，12・幹栄 1）
「城北小学校」バス停より徒歩 5 分

敬老の日特別企画

☎052-916-3759
（法人事務局 人事部 担当 / 東）

愛生福祉会

採用

個人作品の部 ユニーク賞

検索

寿楽荘

aiseifukusikai.jp/recruit/

松森則忠さん

はぎのデイサービスセンター

個人作品の部

個人作品の部

個人作品の部 努力賞

せていただきます。ホームページからのエントリー・当日の面接も

グループホーム集い

吉田弘子さん

もお気軽にお越し下さい。愛生福祉会の魅力をたっぷりとお伝えさ

島崎幸子さん

共同作品の部 最優秀賞

法人事務局

ご長寿おめでとうございます

〒462-0025 名古屋市北区鳩岡町1-7-20
TEL 052-916-3759 FAX 052-916-3764 jimuk yoku@aisei fukusikai .jp

●各施設で夏祭り！●災害復興ボランティア レポート
●新人職員 成長日記 ●技アリ職員列伝①
●ほほえみコンサート ●合同作品展 優秀作品発表

この夏︑日本列島各所に甚大な被害をもたら

した西日本豪雨や台風二十一号︑北海道胆振︵い

ぶり︶東部地震により︑被災された皆様に心よ

りお見舞い申し上げます︒職員一同︑被災地の

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます︒

当法人から八月下旬から九月にかけて︑西日

本豪雨の復興支援ボランティアに九名の職員が

参 加 い た し ま し た︒﹁豪 雨 に よ る 被 害 が こ こ ま

でとは正直思っていませんでした﹂など︑参加

した職員達からの報告を受け︑改めて自然災害

の恐ろしさ︑日頃からの備えの大切さを実感し

ています︒

職員たちが被災地で行った作業は僅かなもの

かもしれませんが︑こうして遠方から若者がボ

ランティアに駆け付けることで﹁日本全国から

の応援の気持ち﹂を被災された方々に届けるこ

とができ︑少しでも元気や希望を持って頂くこ

とができれば幸いです︒

愛生福祉会では今後も皆様に安心・安全にお

増井 勇夫

すごしいただけるよう︑職員一同︑より一層努

愛生福祉会 理事長

力して参ります︒

名古屋市北区五反田町108-2
TEL 052-901-7621

名古屋市西区中小田井2-98
TEL 052-505-1165

愛知県丹羽郡大口町下小口6-124-2 名古屋市昭和区安田通2-4-2
TEL 0587-95-8151
TEL 052-762-1638

名古屋市北区鳩岡町1-7-20
TEL 052-916-3755

名古屋市緑区黒沢台5-211
TEL 052-876-2611

名古屋市北区安井1-10-10
TEL 052-981-4165

名古屋市守山区下志段味長廻間2280-12
TEL 052-736-2368

名古屋市西区中小田井5-240
TEL 052-509-7717

名古屋市守山区瀬古3-830
TEL 052-793-7004

名古屋市北区中味鋺2-207
TEL 052-903-0729

神奈川県横浜市栄区田谷町1364-2
TEL 045-852-0012

第２デイサービス
センター

名古屋市北区萩野通1-26-1
TEL 052-916-5758

名古屋市東区筒井1丁目2-1-1
TEL 052-938-0065

名古屋市西区中小田井3-389
TEL 052-504-3301

品川区立上大崎
特別養護
老人ホーム

東京都品川区上大崎
3-10-7
TEL 03-5447-5363

事業所内託児所

東京都品川区上大崎3-10-7
TEL 03-3440-6311

名古屋市西区五才美町95
TEL 052-938-8880

庄内の里第2デイサービス・
愛生苑・鳩の丘

東海見聞録

七福

庄内の里
第2デイサービス
センター

2018 年 夏の巻

かったけど
今年の夏はとっても暑
た
それでも行ってきまし
て遊ぶ」
毎年恒例の「見て聞い
ョン！
お出かけレクリエーシ

御桜乃里

今年も熱く盛り上がりました！

みんなでお出かけ

鳩の丘

夏祭り

６月と７月に則武の「トヨタ産業技術記念館」に
お出かけしてきました。昔からの色々な織機など
が展示してあり、職員の方の説明を聞きながら皆
さん、興味深く見学していました。
また別の日には白壁の「百花百草」を見学。学生
さんのハープの演奏や綺麗な庭を楽しみました。

猛暑に
負けるな

清須市にある﹁キリンビール工場﹂に見学に出掛けました︒
馴染みあるビールが出来上がる工程に興味津々♪ 見学後は
出来たてのビールで乾杯！いつもと
ひと味違う美味しいビールに舌鼓！

はぎの
デイサービス
センター

安田荘
今年の外出レクリエーションは﹁あいち
航空ミュージアム﹂に行ってきました︒
戦闘機や旅客機︑ヘリコプターと様々な
航空機があり︑パイロット気分も味わう
事ができ︑とても楽しむ事が出来ました︒
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愛生苑

庄内の里

田谷の里

寿楽荘
黒石荘

ゼロ戦と一緒に記念撮影

中山道の宿場町「馬籠宿」へ出かけました。
２時間弱のドライブでしたが、バスの中は賑やか
で、あっ！という間に到着。
石畳の坂道、古い町並みに皆さんの心は江戸時代
にタイムスリップ？！日常を離れ、ご利用者様だけ
でなく職員もリフレッシュできた素敵な旅でした。

安田荘

2

新人職員 成長日記

伊藤昌弘

（鳩の丘）

斉藤友哉

（黒石荘）

参加メンバーの 9 名
堀尾将和

（愛生苑）

長野拓也

（御桜乃里）

藤井真智子
（安井乃郷）

今年の春から各施設で勤務し成長を続ける新人職員達も半年近くたって少しずつ自信をつけて
きたようです。そんな頑張っている新人職員に代表で悩みや抱負を語ってもらいました。

愛生苑

入職後に資格取得支援制度で
初任者研修を受講し資格を取得
することができました。まだまだ
知識も経験も足りませんが先輩
方に一つひとつ丁寧に教えて頂
き、出来ることも増え、7 月より
遅番を一人で勤務させて頂ける
ようになりました。ご利用者様か
ら『ありがとう』と言っていただ
いたときや、何気ない会話から
自然と笑いあっているときは本当
に楽しいです！

小林詩織さん

気づけばもう6か月。業務内容を覚えるこ
とで精いっぱいですが、少しずつ周りが
見えるようになってきたと思います。以前
はできなかった事が『できるようになって
きたね』と先輩に声をかけて頂いたとき
や、入所者様とのコミュニケーションの中
で自然な笑顔がこぼれたときに楽しさを
感じます。８月から夜勤をやらせていただ
くようになりました。今はまだ先輩と一緒
ですが、早く一人でもその時々にあった
行動と対応ができるようになりたいです。

後藤優依さん

鳩の丘に入社し、約半年が経ち、出来るだけ多くの利用者様一人ひとりとの時間を大切にしています。
日常から多くのコミュニケーションをとる事でニーズの汲み取りを行い、個別ケアに繋げていく事が出来
ればと考えています。また、より良いサービスの提供には職員のモチベーションが大切だと思っています。
仕事は仕事で真剣に取り組み、プライベートはプライベートでスポーツ等を楽しみ、リフレッシュすること
で利用者様と良好な関係を築けるのではないかと考えています。私は、仕事も休みの日も大切にしなが
ら日々業務に取り組んでいます。まだまだ分からないことが多いですが、これからも先輩職員に指導して
頂きながら日々成長していきたいと思っています。

鳩の丘

（鳩の丘）

大橋

圭

（筒井デイ）

上村幸司

（御桜乃里）

被

災地に近づくに連れ私達は「違和感」に包ま
れました。被災された建物は濁流により1 階
の窓ガラスが全く無く、特に堤防沿いの家屋では 2
階の窓も無くなり、屋根の上にゴミが乗っている状態
でした。その光景は現実としてなかなか受け止める
事が出来ませんでした。
ボランティアニーズは粗大ゴミの撤去でした。我々
がお手伝いさせていただいたお宅は屋根と柱を残し
それ以外は何もない状況でしたが、住人の方は非常
に気さくな方でした。多くの家財を粗大ゴミとして撤
去する依頼で、数日の撤去作業で粗大ゴミが片づい
ていくにつれ住民の方の表情が明るくなるのではなく
逆に曇り、落ち込んでいる様子が伺えました。恐らく、
私達にとっては「水に浸かった家財は粗大ゴミ」でし
たが、その方にとっての家財は汚れ朽ちても「思い
出の家具」であったと思います。
活動最終日に「当たり前の生活が、幸せである」
と強く実感し、後ろ髪を引かれる思いで被災地を後
にしました。被災地の一日も早い復興を心よりお祈り
いたします。

平成30年 7 月 6〜7 日にかけて各地で甚大な被害を
もたらした西日本豪雨。災害によりお亡くなりになら
れた方々、その御家族の皆様へ御悔やみを申し上げ
ると共に、被災された皆様には心よりお見舞い申し
上げます。愛生福祉会では、微力ながら岡山県倉敷
市の災害地区の瓦礫撤去作業を中心としたボラン
ティア活動に 8 月 19〜25 日と 9 月
2〜8 日の 2 週間を 2 班に分か
れて参加してまいりました。

山口愛未さん

私が御桜乃里に新入社員として入社
して、6カ月ほどがたちました。高校を
卒業して入社してからもうそんなに
たったのかと思うと、勉強や部活に
追われていた日々が懐かしくなりま
す。仕事についていくのがやっとだっ
た初めのころに比べ、何とか先輩方
についていけるようになりました。そ
れは多くの先輩方の的確なサポート
のおかげだと思っています。自分も先
輩方と肩を並べて働けるよう一日一日
を大切に学んでいこうと思います。
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洋一

御桜乃里

荻上 晃くん

穂積祐樹くん

入社して半年近くとなりまし
た。全くの未経験の状態か
らのスタートでしたため、入
社直後はわからないことが
多く、ご利用者とのコミュニ
ケーションもままなりません
でしたが、先輩職員の丁寧
なサポートや各種研修のお
かげで、少しずつですが介
護職としての自覚、職務を
身につけつつあります。これ
からもご利用者のニーズを
汲み取りつつ、様々なことを
学んでいきたいと思います。

伝
技 職員列
その①
アリ

地域密着型特別養護老人ホーム愛生苑で勤続 14 年目になる深田基文生活
相談員の趣味は『盆栽』と『庭いじり』です。休日には自宅で盆栽を眺めたり、
手入れをしてリラックスしています。いつも綺麗に整備されている愛生苑の中
庭も担当しており、入所者の皆様には、庭を眺めながらの食事も楽しんでい
ただいています。この夏は特に、日々の水やりや手入れが欠かせなかったそ
うですが深田相談員の愛情を受けて盆栽たちは元気に猛暑を乗り切りました。
みなさんも愛生苑に来苑された際には是非、一度ご覧ください。

腕はプロ並み

小塚玲音くん

泉

愛生苑の盆栽職人

入社した頃は何も分からず不安ばかりでしが、先
輩職員の助言を頂きながら 6 ヶ月がたち、少しず
つですが、入居者様のことを知る事で、一人ひと
りに合わせた介助をさせて頂けるようになりました。
今は決められた業務を終えることで、精一杯になっ
ている時も多いですが、先輩方の様にユニット業務
の事や、入居者様の思いを考えながら働けるよう
になりたいです。その為に、先輩方の介護観等を
参考にして、日々成長したいと思います。

中村明良

（鳩の丘）

災害復興
ボランティアに
参加して

4

ご長寿おめでとうございます

アンサンブル

あおぞら

ほほえみ
コンサート

月 日 鳩の丘にて︑あおぞ ら 様による
ほほえみコンサートが開 催 されました︒
心 和 むピアノやフルー トの調べにのせて︑
懐 かしい童 謡 や 珠 玉の名 曲 を 鮮 や かな 歌
声で合 唱していただきました︒
そ の 美 しい 音 色 と 透 き 通ったソプ ラ ノに
利 用 者 様 だけでなく︑ 私 たち 職 員 も 思 わ
ず︑うっと り と 聴 き 入ってし まいま し た︒
と ても 素 晴 ら しい癒 しの時 間 を あり が と
うございました︒
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15 「希望の歌」

梅澤市樹 さん

加藤 史 さん

フルート

ピアノ

五十嵐 舞 さん

飯田あかね さん

朝倉ゆき さん

ソプラノ

ソプラノ

敬老の日を記念して卒寿（90 歳）・白寿（99 歳）・紀寿（100 歳）と100歳以上の
みなさんをご紹介いたします。これからも私たちみんなの大先輩として
さらにお元気でおすごしください。

103
歳

104
歳

105
歳

七福 日比野 みねさん

鳩の丘
奥平 正栄さん

101
鳩の丘 松元 スミヱさん

歳

こんなに近くで
観られて、皆さんの
パートもよくわかって
とても感動したわ！

101
歳

御桜乃里 佐藤 ぎんさん

あたり前田の
クラッカー

懐かしくって
楽しいのよね
7

愛生苑の伊藤ふじ子さんの

デイサービスセンター筒井では、昔のテレビ番組などを
まとめた映像を回想法の一環として上映しています。テ
レビが普及した 1960〜70 年代を中心にバラエティー
番組や CM、アポロ月面着陸・大阪万博などのニュース、
また 市 電 が 走っていた 頃 の 名 古 屋 の 町 並 みなど 毎月
テーマを変えて上映しており、みなさまから「知ってる」
「懐かしい」との声や「あたり前田のクラッカー！」など
の掛声がかかります。

ご家族がお祝いに来苑され

★ スクリーン

た際に娘さんにお話を伺う

懐かし映像上映会 ノスタルジック

事ができました︒

すごく楽しかった！
CDも聴いてるよ

上大崎
松田 ハルさん

歳

安井乃郷

板垣 オサノさん

メゾソプラノ

105

生演奏を聴けて

104

歳

100

鳩の丘
山田 文子さん

歳

愛生苑・・・・・・・・・・・・・・・
奥村 かずゑさん 90 歳
店村 貞子さん
90 歳
加藤 つぎさん
99 歳
伊藤 ふじ子さん 100 歳
庄内の里・・・・・・・・・・・・・
井上 智子さん
90 歳
髙本 ユキヨさん 99 歳
柴田 ゐわをさん 99 歳
神谷 ヒサエさん 101 歳
鳩の丘・・・・・・・・・・・・・・・
森島 とく子さん ９０歳
澤田 静子さん
９９歳
土井 ツルさん
９９歳
山田 文子さん １０１歳
松元 スミヱさん １０１歳
奥平 正栄さん １０５歳

107

101
庄内の里
神谷 ヒサエさん

歳

歳

はぎのデイサービス
大森 ハルエさん

106
歳

鳩の丘
水谷 加祢子さん

静岡生まれの母は口癖が「どうにかなるさ」で、どんな
時も明るく前向きでした。手先がとにかく器用で、布団
や浴衣も自分で作っていました。手芸店に頼まれて展示
品を作ったりもしていたんです。大衆食堂をやっていた
ので料理も得意でとても美味しかったです。とても働き
者の自慢の母でした。毎年、一緒に熱田神宮へ行ったり
デパートに行っていたことが一番の思い出です。

水谷 加祢子さん １０６歳
寿楽荘・・・・・・・・・・・・・・・
黒石荘・・・・・・・・・・・・・・・
９０歳
相地 孝子さん
豊島 はるさん
鈴木 登志さん
９０歳
９９歳
本部 静江さん
集い・・・・・・・・・・・・・・・・・
９９歳
安井乃郷・・・・・・・・・・・・・・・ 佐藤 三津榮さん ９０歳
佐藤 文子さん
長谷川 照子さん ９９歳
９０歳
板垣 オサノさん １０４歳
日比野 幸子さん ９０歳
御桜乃里・・・・・・・・・・・・・
はぎのデイサービス・・・・
千田 さきゑさん ９０歳
前田
都様さん ９０歳
伊藤 与志子さん ９０歳
牟田 典四郎さん ９０歳
丹羽 うた子さん ９０歳
大森 ハルエさん １０７歳
豊住 光枝さん
筒井デイサービス・・・・・
９０歳
甲斐 クラノさん ９９歳
加藤 清子さん
９０歳
松永 悦子さん
長谷川 巌さん
９０歳
９９歳
渡辺 和子さん
加藤 百合子さん ９０歳
９９歳
丸山 春子さん
井原
昭さん
９０歳
９９歳
佐藤 ぎんさん １０５歳
太田 美栄子さん ９０歳

９０歳
江口 季子さん
堀田 久子さん
９９歳
七福・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
若山 みよしさん ９０歳
伊藤 美津枝さん ９０歳
日比野 みねさん １０３歳
田谷の里・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
横山 キミ子さん ９０歳
小熊 不二さん
９０歳
藤原 幸子さん
９０歳
永井 芳子さん
９０歳
上大崎・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
丸山 邦子さん
9９歳
松田 ハルさん １０４歳

掲載の年齢は満年齢です。
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