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愛生福祉会では全施設にて「施設見学」
「職場体験」を
随時受け付けております。
「介護の仕事に興味がある」
「施設見学してみたい」等どなた様もお気軽にお越しくだ

第15回

11月 7 日（水）〜 11 日（日）ギャラリー矢田にて開催
された第15回名古屋市老人福祉施設作品展に於いて
「はぎのデイサービス」が名古屋市老人福祉会長賞を、
鎌田武様（寿楽荘）
と 吉田三佐子様（安田荘）が個人賞を
受賞されました。おめでとうございます。

さい。愛生福祉会の魅力をたっぷりとお伝えさせていた

名古屋市老人福祉施設
作品展 ︻受賞作品発表︼

人財開発プロジェクト

施設見学・職場体験
随時受付中

愛生福祉会

だきます。皆さまのご参加をお待ちしております！
頑張りました！
うれしいです♪

お気軽にお問い合わせください

0120-03-1165
愛生福祉会

採用

額も手作りです。
久しぶりの彫刻刀
で苦労しました。

検索

aiseifukusikai.jp/recruit/

年末年始行事「餅つき・そば打ち・初詣」
デイサービス合同運動会

お正月の思い出と1 枚の写真

2019年

鎌田 武様

吉田三佐子様
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各施設の今年の抱負と新元号予想

平成三十一年 元旦

増井勇夫

愛生福祉会

理事長

新年あけましておめでとうございます
旧年中は愛生福祉会へ格別なご高配を賜り︑まことに
有り難く厚くお礼申し上げます︒
大きな事故も事件もなく無事に新年を迎えることがで
きましたのも︑ひとえに皆さまのご懇情の賜物と深謝
申し上げます︒
年頭にあたり一言ご挨拶申し上げます︒
一昨年︑東京都に開設いたしました品川区立上大崎
特別養護老人ホーム︑上大崎クリニックの運営が軌道
にのり︑千人を超える職員が互いに助け合いながら︑
安定した運営を行うことができました︒
今後もより一層︑
地域福祉のために貢献して参りたいと思います︒
そして本年は当法人にとって﹁在宅サービス強化﹂
の年にしたいと思っております︒福祉ニーズが多様化
する中︑とりわけ医療と福祉の密接な連携と協力体制
は必要不可欠となって参りました︒高まる医療を含め
た地域包括ケアへの期待に応えるべく︑私ども愛生福
祉会では︑法人では初となる﹁訪問看護ステーション﹂
﹁夜間対応型訪問介護﹂を二〇一九年四月以降に開設い
たします︒独居世帯や老老介護世帯の方々に安心して
お過ごしいただき︑地域の皆様のご期待に添える様︑
在宅サービスの充実に向け鋭意努力いたす所存でござ
います︒
皆様に愛され︑信頼される愛生福祉会を目ざして︑愛︑
誠実︑謙虚︑感謝の法人理念のもと︑職員と心を一つ
にして参る所存であります︒
何卒︑本年もよろしくお願い申し上げまして︑年頭
のご挨拶とさせていただきます︒
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愛生苑・鳩の丘
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介護・医療サービ
スを
一元的に提供で
きる
施設を目指しま
す︒

地域の福祉拠点
として

ゆく年くる年

指定管理者として
十一年目︒バージョン
アップして新たな
スタートを切ります！

安田荘 尾関英浩

﹁感謝のココロ﹂で
皆さまの幸福を
願い努めてまいり
ます︒

あけまして

おめでとう

鳩の丘 東 謙次

今 後も皆 様が
安心して過ごして
頂けるサービスを
提 供いたします ︒
愛生苑 砂原大亮

自分が
地域の方々︑
々に幸せ
かかわった方
るような
を創っていけ
いです︒
年にしてきた

林 直子
みどり薬局

平成も残り僅かと
なりました︒皆様が
安心して生活いただ
けるよう努めます︒

庄内の里 渡辺昌直

サービスが多様化
する中︑
地域の方々に

応えられる施設に
成長いたします︒
田谷の里 三輪慎太郎

地 域の方々との
繋がり を 大 切に︑
愛される施設運営
を 目 指しま す ︒
黒石荘 西尾洋司

新しい年が温かな
想い出の多い年に
なりますよう心より

森 隆道

お祈り致します︒
七福

地域の皆様と共
に
歩んでいける
地域密着型の施
設
づくりに努めま
す︒
安井乃郷 清水
友和

チャレンジ精 神を
忘れずに
頑張って参りたいと
思います ︒
集い 水田雄一郎

石黒大介

暮らしやすい

中でも︑
地域の中でも

お住いの方が施設の

古橋俊祐

庄内の里第

お客様の声に真
摯に
向き合い︑
職員一同精進し
成長して参りま
す︒

筒井

ありますように︒

にとって素敵な一年で

ございます︒
みなさま方

明けましておめでとう

行われました︒ピックアップしてご紹介します︒

平成最後の年末年始︒各施設でいろいろな行事が

12 月 31 日、鳩の丘では「そば打ち」が行われ
ました。蕎麦には「風雨に叩かれてもその後
の晴天で日光を浴びると元気になる事から
健康の縁起を担ぐ説」があります。
今年も無事一年を過ごすことが出来、来年も
みなさまが元気に過ごせるよう願いを込めて
そば打ちが行われました。来年も沢山の思い出
を一緒に作れるよう職員一同努めて参ります。
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デイサービスセンター筒井

御桜乃里

ございます

地域の方々に
頼っていただける
ことをありがたいと

思い頑張ります
上大崎クリニック

盛永大夏

﹁初志貫徹﹂
の精神を
忘れず︑品川区
民の
皆様に愛される
施設を

鳩の丘
「安始」
これしか
ない！
新元号
予想は
「永安」

中小田井 髙橋勝幸

ホームに

笑 顔 あふれる

尊 重し合い

お互いが

和
はぎの 堀尾将

を過ごすことが
きに
できるよう前向
努力します︒

日々
皆様とより良い

寿楽荘 小川 晃司

環境を作ります︒

新元号は
「安寿」
で決まり！

私の
予想は
「安久」
！
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今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
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目指してまいり
ます︒
上大崎 岩田慎
太郎

予想は
ズバリ！
「和集」

新元号
予想は
「建和」

「日宝」
が
良いと
思います

新元号
予想は
「安治」

愛生福祉会の施設長や施設代表が
「今年の抱負」を語りつつ、
「新元号」を大胆予想します。

「愛生」
AI 時代
ですね

お正月は東区にある神明社へ、４日〜７日は
護国神社へ初詣に出かけました。神明社は
天照大神を祀る社であり、山口町一帯の総氏神
とされています。護国神社は創建は明治 2 年
と長い歴史がある神社です。皆さんお賽銭を
投げ、お願いをして初詣を楽しまれました。
願いを
込めて
「安生」

12 月 28 日に恒例の餅つきが行われました。
今年は施設内でもインフルエンザが少しずつ
出始め全員の参加にはなりませんでしたが、
参加の皆さんはつきたての柔らかいお餅を
ほおばり、年の瀬の行事を楽しまれました。

「愛増」
あいます
です！

今年も近所の高牟神社に初詣に行ってきました。
実はこの神社の甘酒はとても有名で、みなさん
毎年楽しみにしていらっしゃいます。
そして今年もお参りの後に、美味しい甘酒を
頂いて心も体も温まってこの笑顔です。
です !！

新元号
予想は
「和平」
（りこう）

新元号
予想は
「安永」
新元号
予想は
「幸創」

グループホーム集い
新元号は
やっぱり
「愛生」
「吏晃」
「日縁」
と予想
します
新元号
予想は
「幸永」

愛生福祉会デイサービス合同運動会

はぎのデイサービスが優勝！

十月十八日︑名古屋市北スポーツセンターにて

愛 生 福 祉 会 デイサー ビス合 同 運 動 会 が 開 催さ

﹂
﹁愛 生 苑﹂の４チーム︒応 援 団
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れました︒参加チームは ﹁はぎの﹂
﹁庄内の里﹂

﹁庄 内の里 第

の 声 援 が 飛 び 交 う 中︑各 チ ー ムと も ご 利 用 者

様 と 職 員 が一丸 となって熱い戦いを 繰り広 げま

やったー

ー
したよ
優勝

し た ︒ そ し て 今 回 は 見 事﹁は ぎ の﹂チ ー ム が

優 勝 を 果たしました ︒

張
来年も頑 るぞー！

チームワーク
の勝利です！

1 枚の写真とお正月の思いで

今年の 8月に入職しました。まっ
たくの未経験で入職したので、
介護についてわからない事が多
く、利用者様や先輩にご迷惑を
おかけしましたが、今では、そ
のわからない部分が徐々にわか
るようになり、それがやりがいに
なっています。入職のきっかけ
は同じ専門学校だった坂本君の
紹 介でしたが、元々、福 祉の
仕 事に興 味があり、将 来、親
の介護をしたいと思い、入職を
決めました。まだまだ未熟です
が、早く一人前の業務ができる
ように日々、努力していきたいと
思います。

安井乃郷

坂本将一くん

河合翔太くん

安田荘

春先に就職先を探していたところ、安田荘の職員に知り合いがおり、うちで
働いてみてはどうかとの紹介を受け入職致しました。以前も介護の仕事につ
いていましたが、軽費老人ホームで働くのは初めてで、『介護』という立場
から『支援』という立場に変わり、驚くことばかりで勉強の毎日でした。半
年経ち少しずつではありますがここでの仕事にも慣れ、先輩職員の助言や利
用者様に元気をいただきながら毎日頑張っております。まだまだ未熟者では
ありますが、思いやりと感謝の気持ちを忘れずに、利用者様や他の職員に信
頼されるような立派な人間になれるよう日々精進していきたいと思いますので
よろしくお願い致します。

鳩の丘の「料理の鉄人」こと森 和則 厨房長の作
品をご覧ください。多くを語る必要は無いと思い
ませんか？ そして現在、彼は他施設の調理師や
実習生に惜しみなく、その技術を伝授しています。
他施設をご利用の皆さん！楽しみにしていてくだ
さいね！ 私が一番楽しみにしています (´▽｀)

工藤淳平くん

伝
技 職員列
その②
アリ

和則
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今年の 6月に入職しました。
最初は声掛けの仕方がわか
らずに中々、入居者様とコミュ
ニケーションが上手にできま
せんでしたが、先輩の声掛
けを見習うことで徐々に出来
るようになり、今では入居者
様とお話している時が一番楽
しいです。私は電 気 工 事の
専門学校を卒業し、以前は
施工管理の仕事をしていまし
た。ある時、祖 父が 認 知 症
になり、認知症の方との関わ
り方を学びたいと思った事が
きっかけで介護の仕事を始め
ました。時々、勤務が終わっ
た後、河合君とは食事に行っ
て、介護についての考え方を
話し合っています。これから
も 2 人で力を合わせて成長し
ていきたいと思います。

鳩の丘 厨房長 森

品川区立上大崎特別養護老人ホームが開設されて間
もない頃からご利用頂いているＳ．Ｔ様。お正月には
四世代の家族が集まるそうです。よく孫は目に入れ
ても…とか、自分の子より…とか、いろいろ言いま
すが「ひ孫はそれはそれは可愛くて、ただただひた
すら可愛くて…ずっと眺めていてもただ可愛くて♡」
と、可愛い以外に表現のしようがないそうです。頂
いたお写真にもたまたまでしょうが、ひ孫様との間
にハートが…、優しい眼差しをそそがれているＳ．Ｔ
様の愛情がそのまま形に現れているような写真に
写っていますね♪

昨年入職の新人職員の代表として今回は、「安井乃郷」のピカピカ仲良しコンビと、
「安田荘」の次期エース（仮）の3人に今後の抱負を語ってもらいまいした。

料理の鉄人 ︒

いつも明るく笑顔が素敵な本田菊名様とご家
族、ご親戚との雰囲気のある写真。以前ご実
家は剣道の道場で正月には親戚一同が集まり
お祝いをしていたとのこと。今もお正月の集
まりは続いていて、最大では100 名近く集まっ
たこともあるそうです。ひ孫さんが 8 人と
なった本田様、これからもお元気でいろいろ
なことを教えてください。
田谷の里

新人職員 成長日記

ヘルパーステーションあい

新システム導入でもっと素早く対応！

田谷の里

鳩の丘

定期巡回・随時対応サービス業務支援システム「スマケア」

「ヘルパーステーションあい」ではご利用者様
の在宅生活を 24 時間支える「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護のサービス」実施していま
すが、このサービスをより一層向上させる新た
なシステム「スマケア」を導入いたしました。
これまで専用の用紙に記入していた、訪問介護
記録や申し送りを携帯電話やパソコンで入力す
ることにより、ご利用者様の記録や申し送りを
共有することが可能となり、ご利用者様の緊急
時の連絡先や自宅地図の表示・過去のサービス
実施記録等を訪問前後でもスマートフォンで
確認する事ができ、より素早く対応することが
可能になりました。
また、このシステムで記録された情報は自動的
に集約され、ご利用者様への更なるサービス向
上に活用されます。

文化祭
今年も各施設 11 月 2 日 3 日と文化祭を
開催し模擬店・バザー・作品展など盛大に
盛り上がりました !

御桜乃里

元日を迎え︑美しい初日の出と共に冬の厳しさが

和らいで来たこの頃︑黒石荘は改装工事を終え

二年を迎えようとしております︒

黒石荘

ご利用者様のプライバシーに配慮した新しい部屋は

改装前

すっかり皆様に馴染んでおり︑笑顔満開です︒

黒石荘

またお部屋毎に花模様の彩りを加え︑暖かく

穏やかに過ごせる空間となりました︒

施設便り
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黒石荘

行ってきました

セントレア空港。

御桜乃里・日帰り旅行記
■11 月 6 日朝 9 時、ご利用者・ご家族・職員の総勢
30 名が観光バスに乗り込みます。ワクワクした気持
ちを抱え、いざセントレア空港へ！久しぶりにバス
に揺られながら、「どこへ行くの？」と目的地が気に
なったり、おやつを召し上がったり、職員と話が弾
んだり…思い思いに楽しむこと 1 時間。セントレア
空港に到着しました。まずは新名所 FLIGHT OF
DREAMS へ向かいます。室内に展示されている実
物の飛行機（ボーイング 787 初号機）をバックに記
念撮影。飛行機の大きさに圧倒されたり、ライトアッ
プの美しさに目を奪われたり…視線がキョロキョロ
しています。セントレア内では自由行動の時間もあ

り、お土産を買ったり、スカイデッキから滑走路の
飛行機を見たりと散策を十分楽しみました。どこか
ら見ても飛行機は立派で「大きいね〜」と何度も同
じ言葉が飛び出します。
昼食は有名な『まるは食堂』でエビフライ定食。目
の前に料理が並ぶと、嬉しそうにパクパクと召し上
がります。施設ではなかなか見られない、大きなエ
ビフライを頬張る姿･･･。
「こんなご馳走、ありがとな」
と嬉しい言葉も聞かれます。
帰りのバスでは、心地よい揺れにウトウトされる方
が多数。施設に着くまで夢の中で過ごします。今日
の旅を楽しく思い出していることを願って･･･。
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