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お花見 今年も毎年恒例のお花見に、「清風公園」まで
出掛けました。
綺麗なお花と素敵な笑顔がたくさんありました。

「春」と言えば『さくら』
我々日本人とって、桜は
この時期になくてはならないものですね。

みなさん一緒に記念撮影。
立派なＶサインも！

さくらと一緒に、
ハイ、チーズ！！
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１月１３日（水）、１階の方々を対象とした新年会を開催
させていただきました。
毎年恒例の温かいお鍋をお楽しみいただきました。

お鍋が出来上がる迄の時間、
福笑いでひと遊び

まだまだ たくさん
ありますよ

器がたくさん・・・。

こちらのテーブルは、お二人で
完食ですか？

いつにも増してお箸が
進みますね。

おみくじ引いて、
今年の運試し！
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桃の節句に合わせ、行事「桃の会」を開催
させていただきました。

いつもとはちょっと変わった雰囲気の中で、
ゆっくりおやつをお召し上がりいただきました。

九州福岡で、こんなにも雪が積もった
ことが、これまでにあったでしょうか？
左の写真は洸寿園玄関前を撮った
写真です。（１月２４日撮影）

「桃の会」は、男性、女性、
分け隔てなく・・・。

花より団子？

いや～、寒かった！

お雛飾りを手に取っていただき、
素敵な笑顔を頂戴することが出来ました。

おひなさま仕様のおやつ、
いかがでしたでしょうか？

ゆっくりおやつをお召し上がりいただきました。

第31号 平成28年4月10日

園内にも毎年おひなさまを
飾っております。
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お答えします！！
洸寿園における居室担当者の役割は・・

１、受け持つ入所者のことを 番理解している存在
２、入所者にとって、一番安心できる介護者
３、家族や社会との繋がりを継続するサポーター
４、生活支援者の中心的存在
（他職種との連携）

すなわち・・・

担当入所者の貴重なな代弁者です。

注）ご相談、ご質問などは、担当職員に限らず、お
気軽に近くにいる職員、又は相談員までご連絡下
さい。

居室 担当者 居室 担当者

101 高川 110 内野

102 鈴木 111 田中

103 小松・市原 112 星

105 川口 113 吉川

106 藤

107 押野

108 川内

今さら聞けない？
今だから気になる？
居室担当者って何をしてるの？？

ます！

になる
って何
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居室 担当者

101 高川

第31号

月より居室担当職員が変更となっております。
下記ご参照頂き、ご確認下さい。期間は半年です。

平成28年4月10日

す。

居室 担当者 居室 担当者

201 林 210 森山

202 原田 211 中島

203 塩井川 212 中山

205 川添 213 永田

206 岡本 215 長

207 大里 216 壁村

208 伊藤 217 柳田

担当入所者

る

お
洸

１、

吉川

入所者の方の

思いを汲み取る努力は
惜しみません！

ポ タ

介護理念

～ 洸寿園の介護理念をご紹介します～

洸寿園の介護理念は、「現場職員の手によって作る」という特徴があります。
ここにある介護理念は、今から約 年前、これまでの介護理念を見直し、完成いたしました。
この理念の背景には、介護の「あるべき姿」や「目指すべき方向性」に対する作成当時の職員の思いがこめら
れています。
この理念の実現のため、さらに 年を要して介護職員による行動指針を作成いたしました。
まだまだ至らない私達ではございますが、これからも介護理念と当時の思いを忘れず、日々がんばります！

・ 常に利用者を敬う気持ちを持って、丁寧な介護を提供します。
・ 利用者が笑顔で生活出来るように、安心・快適なサービスを提供します。
・ 専門職として、サービスの質の向上 に努めます。

【理念の背景にある当時の思い】
・利用者の意思や人格・その方の人生を大切にし、介助の際には言葉かけや動作の説明をゆっくり分かりや
すく行い、丁寧な介助を行っていきたい。
・利用者が笑顔で過ごすためには、まず職員が笑顔であることが大切である。「ここにいて安心できる」・「居心
地がいい」と感じられることが満足や生活の楽しみに繋がっていくのではないか。
・私たち職員は、専門職であることを自覚し、現状のサービスの提供に満足することなく、常に制度の変化や
利用者のニーズを汲み取り、質の向上に努めていきたい。



森本麗沙
～非常勤介護職員～
一生懸命頑張ります。
宜しくお願いいたします。
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新入職員
紹介介

一木えり子
～派遣介護職員～
短い期間ではありますが
一生懸命頑張ります。
宜しくお願いいたします。

５月末まで）

坂田綾子
～非常勤介護職員～
二月よりお世話になってお
ります。皆様のご指導のも
と早く入居者の方、職員の
お役に立てるように頑張っ
ていきたいと思っておりま
す。よろしくお願いいたし
ます。

大隈久美子
～管理栄養士～
初めまして。大隈久美子です。
まだまだ経験不足で物足りな
いところも多いと思いますが、
一生懸命頑張ります。「笑顔
で優しく」を心がけて利用者
様を笑顔に出来るような仕事
をしていけるよう頑張ります。

牟田裕紀
～法人本部事務職員～
４月から入職しました牟田
です。まだまだな所が沢山
あると思いますが、一生懸
命頑張ります。
よろしくお願いします。

４名の職員が退職しました。
在職中は大変お世話になりました。あとがとうございました。
・中島愛莉 管理栄養士） ・野上万亜矢 介護職員）
・井手口直美 非常勤介護職員） ・後藤ゆり子 非常勤介護職員）

２名の介護職員が産休・育休を
経て復帰しました☆
又よろしくお願いします。

元気がとりえです！
一生懸命頑張ります。

永田みゆき
～２ 介護職員～

若い職員に負けず
頑張ります！！

星涼子
～１ 介護職員～

一生懸命頑張ります。

フレッシュな（？）職員が５名
入職いたしました。
不慣れな点が多く、ご迷惑をお
かけすることも多々あるかと思
います。
何卒よろしくお願いいたします。よろしくお

森本麗沙
～非常勤介護護護職員～

写
真
は
次
回

掲
載
予
定
で
す
。



いつも施設の運営にご協力いただき、
ありがとうございます。

☆ご 寄 付： 匿名希望 ２名

※お名前掲載の了承を頂いた方のみ
掲載しております。
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いつも施設の運営にご協力いただき、
ホームページでも、日頃の様子やご案内をご覧
いただけます。

又は、「洸寿園」で検索
できます。

（相談窓口）
生活相談員：内野奈留美（うちのなるみ）

（受付時間）
時 分～ 時 分（日曜・祝日除く）

末次より陽だまりのあとがきを譲り受けて早くも 年が経ちます。
まだまだ数える程度しか経験していないので毎回頭を悩ませており
ます。締め切りのある作家さんはいつもこんな感じなのかな～？と
想像力だけは豊かになりましたが、文章力や構成力はなかなか
一朝一夕では身に付かないものだと痛感しております。生活相談員の
仕事に編集も含まれていたとは！！学校では習わなかったことです。
「こんなことまで経験出来てありがたい」と感謝しながら
これからも作成頑張ります！ ねっ♪下尾さん♪
※前半の作成は下尾が担当しています。 筆者：内野奈留美

末次より
まだまだ数える程度しか
ます。締め切りのある作家さんはいつもこんな感じなのかな～？と
想像力だけは豊かになりましたが、文章力や構成力はなかなか
一朝一夕では身に付かないものだと痛感しております。生活相談員の
仕事に編集
「こんなことまで経験出来てありがたい」と感謝しながら
これからも作成頑張ります！
※前半の作成は下尾が担当しています。

あとがき

◎男性の整容方法◎
男性ご利用者の髭剃りにつきまして、毎年定期的に髭剃りの刃やシェービングクリームを
購入させていただき、使用しておりました。今後は電気シェーバーを使用し、かみそりの
使用頻度を少なくしていく方針でございます。そのため、かみそりやシェービングクリー
ムの購入については、これまでとは異なり、必要な際の購入となる見込みです。
髭剃りに必要な物品がある際は、改めてご連絡させていただきますので、ご了承ください。

◎今年度より教職員を目指す大学生の介護体験の受け入れを開始します◎
今まで、介護福祉士や社会福祉士等を目指す学生の実習受け入れをしてきました。今後も
引き続き受け入れていきますが、今年度からは新たに教職員を目指す大学生の介護体験の
受け入れを開始いたします。１度に最大２名、５日間の実習となります。入所者の皆様に
ご迷惑をおかけすることのないよう配慮いたします。ご理解お願いいたします。

◎ご意見・ご質問・ご要望等ございましたらお気軽に職員へお申し付け下さい◎
どのような細かい内容でも、お気づきの点や疑問に思うことがございましたら、お気軽に職員へ
お伝えいただけると助かります。施設内に居ますと、一般的な感覚とのズレが生じやすい状況に
あります。少しの感覚のズレが大きな誤解や問題に繋がることも考えられますので「これぐらい
で・・」思わずに、一緒に情報を共有できる関係を築かせていただきたいと思います。そして皆
様が心地よいと思える施設を作り上げていきたいと考えております。

◎緊急連絡先に変更がありましたら早急にお知らせ下さい◎
入所時に緊急連絡先をお伺いしております。住所やお電話番号、連絡手順等に変更がございまし
たら、お知らせ下さい。また「入所時の内容を再度確認したい。」「忘れてしまった。」等が
ございましたら、お気軽に相談員までお問い合わせ下さい。

どのような細かい内容でも、お気づきの点や疑問に思うことがございましたら、お気軽に職員へ

まで、介護福祉士や社会福祉士等を目指す学生の実習受け入れをしてきました。今後もまで、介護福祉士や社会福祉士等を目指す学生の実習受け入れをしてきました。今後もまで、介護福祉士や社会福祉士等を目指す学生の実習受け入れをしてきました。今後も




