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高齢になっても自分の足でしっかり歩いて色々な所に行
きたい、趣味も楽しみたいし、旅行にも･･･、と思っている
方がほとんどだと思います。
相談センターでは、呉市の委託を受け地域で介護予防体操の
体験事業を行っています。

立っても、座っても、誰でも気軽にでき、
何の道具も要りません！

ペアーレ呉

インストラクター

郷原の里だより
第 29 号

尾 浜 江 利 先生
郷原・広地区で
体操の指導をして頂きました。

平成 26 年

冗談を交えながら、1 時間ゆっくりストレッチ、
筋力トレーニングを行い、身体がポカポカに･･･。

まずは、腕をしっかり伸ばして、日頃使っていない
筋肉をゆっくり伸ばしていきます（ストレッチ）
。

発行
息を吐くのも大事です！

足を踏ん張って、しっかり左に･･･

「姿勢を変えるだけでも、色んな
所の筋肉使っとるんじゃねぇ…」

行事計画紹介
５月

６月

７月

誕生会

誕生会

誕生会

ミニドライブ

ミニドライブ

七夕会

母の日イベント

父の日イベント

喫

茶

コンサート（広大ジャズ研究会）

喫

茶

ジャズコンサート

喫

茶

ジャズコンサート
夏を乗り切る会

健康講座（肺炎）

お問い合わせ先
お問い

交通のご案内

編集後記
新年度に入り、あっ！という間の
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社会福祉法人 朋輝福祉会「郷原の里」
〒737-0161
広島県呉市郷原町 1882 番地 12

● 広電バス
郷原黒瀬線

(0823) 77-1558

FAX

(0823) 77-1833

URL http://www.gouharanosato.jp/

〜

今月の表紙

〜

まりました。大望のＧＷはいかかで

春になりました❀

● JR バ ス

したか？行楽に家族サービスに大

ここ郷原の里でも新しい職員を迎え、

西条線

忙しだったでしょうか。心も身体も

新しい門出を皆でお祝いしました。

リフレッシュして、また頑張りまし

郷原の里職員集合写真です。

ょう！但し、脱水には気を付けて、

（これでも半分の人数です）

渡川下車
TEL

1 ヶ月、田んぼでカエルの合唱も始

徒歩５分
（ 約 500 ｍ ）

細目に水分を摂って下さいね。

春

社会福祉法人
朋輝福祉会
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歩行が難しくなって入浴が不安･･･、お買い物も一人では無理だわ･･･など、
お困りではありませんか？
AM8:30

出勤・申し送り

AM9:00

ケアハウス入居者宅

家事援助

★ホームヘルプサービスとは･･･
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護及び生活援助等を行なうサービスです。
●対象者･･･要支援及び要介護認定を受けている方
（＊利用料は介護保険の規定によります。）
●身体介護･･･入浴、清拭、排泄、着替え、食事介助、

AM10:00
在宅の利用者宅へ
AM10:30

A 様宅

家事援助

外出援助、自立支援の為の見守り的援助

等

●生活援助･･･掃除、洗濯、布団干し、調理、買物代行

等

（独居、高齢者世帯が利用可能です。）

PM12:00

お昼休み

●実費訪問介護サービス（＊利用料は実費となります。）
介護保険の対象外のサービス･･･（例）通院時の付添、長時間の見守り援助等

PM3:00

PM1:00

B 様宅

一緒に調理を行います
今日のメニューは、
家事援助
竹の子の木の芽和え
レバニラ炒め、みそ汁

昨年 5 月からホームヘルパーの仕事を

週に 1 回ケース会議を行います

始めて、ほぼ一年になりました。最初は時
間内に援助を終わらせるだけで精一杯で
したが、なんとか皆さんに助けて頂いたり
しながら慣れることができました。まだま
だこれからですが、笑顔で頑張っていきた
いと思います。よろしくお願いします。
（ヘルパー

PM5:00

ケアハウス入居者

食事介助

一日の記録が終わると、終業です

利用ご希望の方は、呉市地域相談センター郷原の里

木屋美幸）

☎0823-77-1558 まで、まずはご連絡下さい。
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この度、介護福祉士の試験
に受かり、とても嬉しいです。これ
介護福祉士・・・

も支えて下さった皆さまのおかげ

高齢者や障害者など，日常生活を営むのに支障が

であり、これからも利用者様のた

ある者の介護並びに介護者への指導を行う専門職。

めに一生懸命頑張りますので、

特養

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格。

よろしくお願いします。

住吉 洋和

特養
日高 猛志

特養
三百 考美

この度、介護福祉士の国家試

郷原の里に勤務して約三年半

験に合格することが出来ました。

になり、この度、介護福祉士の

郷原の里で働き始めて四年が

利用者の皆さん、職員の皆さんに支えら
れ、ここまでやってこられました。短いのか、
長いのか良く分かりませんが、自分が郷
原の里で勤め始めて 10 年が経ちました。
まだまだ介護職として至らないところもあり
ますが、これからも共に暮らす日々を利用
者さんと続けていけたら嬉しいです。

十年、短いようで過ぎてみればとても長か
ったように思います。入社当時、小学 2 年
生だった長男が大学に、幼稚園年中だっ
た次男が高校へと今春それぞれ進学しま
した。子供と共に成長できたように思い、と
ても感謝しています。またこれからもう十
年、利用者様と共に頑張っていきたいと
思います。

試 験に 合格 することができ まし

経ち、この仕事が出来てとてもう

た。介護職で働くにあたり、目標

れしく思います。これからもよろしく

特養
大田 雄治

にしていた資格ですので嬉しいで

お願いします。

特養

す。今後の日々の業務に活か

三宅 一世
この度、介護福祉士の試験
に合格することができました。受

試験と名の付くものは十五年

験にあたり、介護技術の講習を

ぶりで、家事や育児との中で思

受けたのですが、その中で日頃

うように勉強がはかどらない時

の援助について考えさせられる

期もありましたが、先輩方や家

事が何度もありました。

族に支えられ資格を取得できま

ホームヘルパーになって 4 年、
ヘルパー
前田美由紀

した。今後は専門的な知識と技

まだまだうまくいかない事ばかり
ですが、この経験を活かせるよ
う、頑張りたいと思います！

営繕
室 末治

せるよう努力していきます。

居宅
穂波 玉子

デイサービス

術で、ご利用者様の心身の状

中原 明子

況に応じた介護を行って参りた
いと思います。

１

4 月から新規入社された方々です。
よろしくお願いします。

みなさん、こんにちは。営繕の室です。
今年で勤続 10 年ということで、改めて月
日の流れの速さに驚いています。職員の
皆さんに支えられ、勤め続けることが出来
ました。これからも、施設の皆さんのお役に
立てるよう、頑張りますので、どうぞよろしくお
願いします。

振り返れば、あっという間の 10 年間でし
た。特養の介護職員、ホームヘルパーを
経て、現在の仕事はケアマネです。仕事
をしていく上で、考えさせられる事や判断に
迷うことが色々ありますが、皆様に助けら
れこれまで続けてこられたと思っています。
これからも頑張っていくつもりです。ご指導
よろしくお願いします。

「郷原の里のご飯は美味しい」

私は呉市広で生まれ育ちまし

のは、調理者の想いや工夫、一手

た。振り返ってみると、黒瀬川や

間からできているのだというこ

広の町など分からない事を教えて

とを厨房で過ごしてみて、改めて

くれたのはいつも地域のみなさん

感じました。まだまだ未熟者です

でした。人生の先輩でもある地域

が、厨房の一員として、利用者の

のみなさんに美味しく楽しんで食

方々が「おいしい。」と幸せを感
厨房（栄養士）

上出

裕香

厨房（栄養士）
じられるような食事作りに貢献
できるよう、精一杯努力していき
たいです。

永濵

裕衣

べて頂けるお食事を作り、貢献し
ていきたいと考えています。至ら
ない点も多々あると思いますが、
これからよろしくお願いします。
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姉弟でお祝い！

みなさん、
Happy Birthday!!
素敵な一年に
して下さい♪

職員手作りの鳥居でお正月気分を味わいました。

職員による寸劇『桃太郎』 楽しんで頂けましたか？

ボランティア
ロゴスさんによる

バレンタインのお菓子作り！

『腹話術』
ミルクボールの
できあがり！

愛情もたっぷり
込めてます❤

満開❀

椿の花の写真立てを
作りました❀

昔のゲートボール仲間と

郷原の里で感動の再会です！

牛乳とレーズンとカステラを
よ〜く混ぜ合わせて…

グリーンヒル郷原にドライブに行きました。

音楽
気持ちの良い天気で、
絶好のお花見日和✾
屋外で食べるお弁当は、
とても美味しかった
ですねぇ！

皆で春の唄を歌い
ながら、音符を貼り
付けていきました。

図工
私も桜も
きれいでしょ！

園芸
花の苗植え✾
楽しい、楽しい、お弁当タイム(^o^)

春には満開❀

〜ひな人形作り〜
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3 月 3 日は、桃の節句
お内裏様とお雛様二人そろってすまし顔〜♫
彩り華やかなお雛様を折り紙で作りました。

小さくて見えませんが、
ひとりひとり違った表情の
お雛様ができました。

今回のお楽しみ出し物は、
職員による「時代劇体操!!」
利用者さんにも参加して頂き、
楽しい誕生会になりました。

笑顔がとても素敵です！
お誕生日、おめでとうございます!!

紅白梅と老梅の黄
彩りが素敵です！
春といえば︑桜餅！
伝統の和菓子

私達の手にかかれば、本格的な仕上がりです。
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なかなかの出来栄えです！

塩焼ひまわりサロンでは、
恒例の保育所園児さんとの交流！
今年も華やかなお雛様が飾られました。

お抹茶と雛菓子で
ゆったりとした
ひと時を過ごしました。

いちご大福作り
人気のスイーツは、
意外に簡単に作れるんですよ！

久々にたこ焼き作りを
楽しみました。
昔懐かしい味に舌鼓!!

美味しそう❤

フレッシュなイチゴと
あんこの相性はピッタリ!!

皆さん、熱唱され、素晴らしい歌声を郷原の里に響かせ
てくれました。職員もデュエットさせて頂きました♪

黒瀬生涯学習センターへお花見ドライブ！
きれいな桜と皆さんの
笑顔が満開でした(^o^)

