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平成22年４月８日
社会福祉法人 清風会
特別養護老人ホーム 洸寿園
〒812－0863
福岡市博多区金の隈3丁目24番55号
TEL ０９２－５０３－１０８５
FAX ０９２－５０３－１０８６
今回も素敵な笑顔が満載ですよ！

３月２１日～7月20日まで担当いたします。よろしくお願い致します！
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酒井 かづえ
（さかい かづえ）
～清風会事務局～

平下 恵
（ひらした めぐみ）
～介護職員～

４月から清風会（本部事務局）の仕事をする
ことになりました。初めてのことばかりで、全く
分かりませんが、今までの人生経験を活かし
て、ご入居者様を始め、職員の方々の手足に
なりたいです。
これから先、ヨロシクお願いいたします。

４月１日入社（常勤）
まだまだ未熟なところがたくさんありますが、
日々勉強！！毎日笑顔で頑張ります！
これからもよろしくお願い致します。

大津 明美
（おおつ あけみ）
～看護職員～
土生 祐子
（はぶ ゆうこ）
～介護職員～

1月12日入社（非常勤）
私は1月12日より勤務をさせていただいており
ます。最近まで子育てで現場復帰は久しぶり
ですが、入居者の方々の毎日の体調管理に
気をつけて楽しく接していきたいと思います。
これからもよろしくお願い致します。

この度、退職することとなりました。寂しいで
すが、8年間、皆さんとご一緒させていただい
て、楽しい思い出がたくさんあります。
入居者の皆様と行事で外出したことや、夏祭
りで一緒に盆踊りを踊ったこと、たくさんたくさ
んの思い出をありがとうございました。
また、入居者の方々や御家族の皆様をはじめ、
職員のみんなからも多くのことを学ばせてい
ただきました。
8年間は、長いようで短いですが、ここで学ん
だことを糧に、これからも頑張っていきたいと
思います。
本当にお世話になりました。ありがとうござい
ました。
「忘れないでネ
チャオ♪」

小松 恵子
（こまつ けいこ）
～看護職員～
3月24日入社（非常勤）
3月24日から勤務させていただいております。
皆さんに迷惑をかけないように、早く仕事に慣
れる様努力していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

中野 かづさ
（なかの かづさ）
～看護職員～
4月1日入社（派遣）

上村 米子
（うえむら よねこ）
～看護職員～

入所されている皆様が安心してすごしていら
っしゃる姿が印象的でした。私もいい思い出
が沢山できました。感謝しています。
どうもありがとうございました

4月1日より勤務することになりました。
施設での勤務経験が浅いので、毎日が勉強
です。精進してまいりますので、よろしくお願
いいたします。
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新しい年は、「鍋」で
スタートです！
寄せ鍋を楽しんでいた
だいた後、ナント！
寄せ鍋がカレー鍋に
大変身！以外に美味♪

昨年、カレー鍋の試作を
恐る恐る味見してくだ
さった後藤様。おかげで
大成功でした。
ありがとうございまし
た！

二月は豆まきですね。
わかっていながらも、
「何があってるの？」と、
とても気になる御様子。
さてさて、覗いた部屋に
待っていたのは・・・？

ちっとも怖くな
い鬼達や
ねぇ・・・。
今年の鬼はやけに
陽気。自前のコス
チュームで盛り上げ
ますよ！

※ちなみに、この後、皆で
ケーキをいただきました。
一方、鬼達は、撒いた豆を
せっせと掃除したのでした・・・

時にはお化粧も良
いですね。
雛人形にも負けて
ません。

毎年この時期には皆さん
ウットリとした表情で雛壇
をご覧になっています。
雛祭りの会では茶話会を
行いました。
最近は、皆さんケーキが
お好きなようですね。

職員が直接お店に
交渉した特製の
ケーキ。美味しそう
ですね！
ケーキの飾りが
きれいだったので、
思わず髪飾りに・・。
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おかわり担当の鈴
木です。私が責任を
持ってこのお腹
に・・・イヤ！皆さん
にお寿司を配ります
ので、御安心を！

大人気！恒例のお寿司バイキング。
皆さん、やはりお寿司は大好きなようですね。
日頃お粥やすりつぶした物でなければ食べる事ができない
方も、お寿司は特別！！！まさに、お寿司マジック！です。

「全部食べてよかと？」
「よかとですよ～！」
先にネタを細かく刻んで
ご飯にのせてます。

優れなかった体調も、
お寿司で尐し回復！

※ おかわりも、完売でした。又の機会をお楽しみに！
昨年実習に来た社会人学生（工藤様）の勤める
「かっぱ寿司 半道橋店」に3名の方をご招待
いただきました。食後は、工藤様妄特訓のヴァイオリン
を披露。５～６曲を奏で、皆で楽しく過ごしました。

「海老天に
ぎり」という
のもなかな
か。
お腹一杯♪
※新幹線でお寿司
が運ばれてくる
事に皆さん驚き
でした。

ようやく春らしい気候になってまいりました。活動しやすくなる
のもこれからですね。皆さんの「楽しみ」は何でしょうか。
可能な限り、お手伝いいたします。
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①お待たせしました！職員紹介掲示板が完成しました！
予定より約半年遅れてしまいましたが、職員の顔・名前・職種が分かるように掲示板に
張り出しています。御面会の際には、是非ご覧下さい。

②記録システムの導入について
下記の職員研修でも紹介しておりますが、4月より入所者の皆さんの記録を手書きから
電子システムに移行いたしました。
手書きですと、一人の方の記録を複数の書類に転記するため、膨大な時間がかかって
いましたが、電子化によって、その時間を削減し、入所者の方々と過ごす時間に代えた
いと思っております。
職員詰め所内で難しい表情をしていたり、独り言を言っている職員は、記録システムと
奮闘しているだけですので、気になさらず、何かございましたらお気軽に声をおかけ下
さい。

職員も、日々勉強です。毎月テーマを決めて学習会を行っています。

口腔ケア（外部から講師を呼びました）

「歯磨きをいやがる方への
介助に気をつける事は？」
日頃の口腔ケアについて質問
をしているところです。

口の中の乾燥を防ぐケア用品
を試しているところです。
蜂蜜の香りがするジェルです。
口腔内が潤っていると、細菌の
繁殖が抑制されます。

咀嚼（噛む）や嚥下（飲み込み）のメカ
ニズムを学んでいるところです。
体と脳の関係についても、図解で
分かりやすく講義を受けました。

記録について（４月から電子記録に移行します）

今まで数回の説明会を繰り返し
行ってきました。
今回は実際に使ってみました。
真剣な表情をご覧下さい！

電子化すると、同じ内容を何回も
記載する手間が省け、入所者の
皆さんとゆっくり過ごせるという
期待をしています。

５

担当した職員が画面を見ながら
丁寧に指導します。
４月スタートに向け、必死です。
慣れるまで、しっかり頑張ります！
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◎面会のたびに寝ているような気がするのですが、いつも寝ているんでしょうか。
基本的には昼間は起きて過ごしていただく様にしておりますが、当日のその方の体力や体調、
処置、前日の睡眠状態などによって、昼間に横になる時間を設けている方もいらっしゃいます。
特に食後や入浴前後などは横になっている場合が多いため、日頃の様子なども含めて、気になる
ことがございましたら、近くにいる職員にお気軽にお尋ね下さい。

◎面会の時に本人が好きな物を持ってきたのですが、残ったので預かってもらえませんか。
申し訳ございませんが、飲食物をお預かりする事はできません。御面会の方の責任のもと、お召し
上がりいただいておりますが、御持参になられた場合、残されたものはお持ち帰り下さい。
疾病により飲食の制限がある方、窒息誤嚥の可能性が高い方も大勢いらっしゃいますので、
決して他の方にお分けしたり、お部屋に置きっぱなしにしないように御注意願います。
お部屋に置きっぱなしにされている物は、処分させていただきますので御了承下さい。
事故や食中毒の予防のためにも、御協力いただきますよう、よろしくお願い致します。

ご 寄 付 ー 古瀬利宗様 匿名希望（2名）
ボランティア ー 田中奈緒様 峰陽香様
御 招 待 ー かっぱ寿司半道橋店

※記載の御了解を頂いた方
のみ掲載 しております

福祉業界の人材不足と高齢者の増加については、巷でもよく知られることとなりまし
た。介護や支援を必要とする方々は年々増加する一方、担い手の不足は深刻です。
たとえ担い手が確保できたとしても、「担い手の質」を維持するためには、継続的な
教育を行っていかなくてはなりません。現在洸寿園に所属している職員のみではなく、
将来介護福祉士や社会福祉士を目指している学生、介護に関心を抱いている方々
などへも福祉施設の役割としてできることがあれば貢献したいと考えております。
将来の福祉を支える仲間が一人でも増えることを願いながら、ここで暮らす入居者の
方々と共に、貴重な時間を過ごしていきたいと思います。
尚、洸寿園は御存知のとおり、実習生を受け入れておりますので、日常の介護の
ほか、ケアプラン作成時の会議などに参加させていただく事もあるかと思います。
何卒御理解、御協力いただきますよう、よろしくお願い致します。 （筆者：末次）

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。
http:www.seifu-kai.jp または、「洸寿園」で検索して下さい。
簡単に検索できます。

相談窓口→生活相談員：末次朋子 （すえつぐともこ）
内野奈留美（うちのなるみ）
受付時間→ 9時30分～18時30分（日曜・祝日除く）

皆さん、今回の陽だまりは
いかがでしたか？
次回は７月に発行します！
どうぞお楽しみに！
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