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今月の表紙：郷原から灰が峰に向って少し車を走らせると、素敵な桜並木に出会いました✿
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4 月 1 日 会議室に於いて入社式が行われ、特養に 3 名の方が入職されました。皆さん、よろしくお願いします！

特養・看護師

河中 静香

特養・介護職員

谷口 剣斗

4 月 1 日から入社した、
谷口剣斗です。
僕は福祉の事は介護職員
初任者研修で少し勉強した
だけで、とても無知で介護の
世界に入ってきました。分から
ない事が多く、皆さんに迷惑
をかける事があるかもしれませ
んが、頑張って付いて行きま
すので、ご指導の方、よろしく
お願いします。

特養・介護職員

寺川 優丞

特養に入社した看護師の
河中静香です。入所者様の
名前を覚える事もままならず、
大変ご迷惑をおかけして申し
訳ありません。皆様の心温ま
るご指導に感謝の気持ちで
いっぱいです。一日でも早く
仕事に慣れ、利用者様、職
員の皆様のお役に立てるよ
う、一生懸命頑張りますの
で、今後ともご指導よろしくお
願い致します。

介護福祉士とは･･･
専門的知識及び技術をもって、身体上
又は精神上の障害があることにより日常生
活を営むのに支障がある者につき心身の
状況に応じた介護を行い、並びにその者
及びその介護者に対して介護に関する指
導を行う専門職。
社会福祉士及び介護福祉士法に
基づく国家資格。

私は郷原町で生まれ育ち
ました。専門学校で介護を
勉強し始めてから地域に寄
り添った介護をしたいと思うよ
うになり、それが実現されて
いる 郷原の 里を 実習 で見
て、ここに就職させて頂きた
いと強く思いました。利用者
の方々と一緒に笑顔で過ご
せるよう頑張ります。これから
よろしくお願いします。

特養・介護職員

津島 亜希

合格発表の時までは、す
ごくドキドキしていました。結果
を見た時は、驚きとアドバイス
を下さった先輩方に感謝の
気持ちでいっぱいになりまし
た。
今後は勉強したことを利用
者の方が生活されている中
で活かせるよう頑張りたいと
思います。今後とも、よろしく
お願い致します。

きれいな桜だね～☺

東屋でプチお花見✿

職員の大正琴の演奏で
風情を感じて…

桜が キレイで
お菓 子も美味 しいね！

ステキな桜にみんなの会話も弾みます♪

4 月 8 日の昼食は、『お花見料理✿』
桜の花びらに見立てた型寿司、サワラの紅葉焼き、
うずら豆の含め煮、ほうれん草のお浸し、
花びら型のかまぼこととろろ昆布の清汁、
デザートはフルーツ羹でした。

特養・介護職員

大石眞由美

ヘルパー

山下 直子

この度は、介護福祉士に
合格させて頂き、誠に有難う
ございます。
多くの方に支えて頂き、昨
年より実技研修、学科研修
を受け、無事、合格できまし
た。これからは先輩方から教
えて頂いた事を活かし、利用
者様がいつも楽しく笑顔で安
心して生活できるような介護
士を目指し務めていきます。
誠に有難うございました。

この度、介護福祉士の試
験に合格する事ができまし
た。訪問介護員の仕事を初
めて 4 年になりますが、日々
の援助の中で学ばせて頂い
ている事と、今回の試験勉
強で学んだ事を活かし、利用
者様により良い関わりと援助
を行い、少しでも多くの皆様
のお役に立ち、笑顔になって
頂ける様、これからも頑張っ
て参ります。
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お天気が心配されましたが、
キレイな桜を眺めることができました✿
♫ 年に 3 回の発表会 ♫
皆さん、晴れ舞台にも馴れてきました♪

皆さん、熱唱！！
変装やデュエット、
応援合戦など、
とても盛り上がりました♪

プレゼントは
何でしようか？？

誕生者から感謝のメッセージ

デイサービスの浴室に
機械浴槽を設置しました。
車イスに座ったままお湯に
浸かる事の出来るタイプです。

導入にあたり、
研修を行いました。
皆様に安全に
入浴して頂きます。

奥様からご主人様へ
おめでとうメッセージ

皆様が安らげる場所として、
温かいお風呂と職員がお待ちしています♨
皆さん、
素敵な笑顔です(*^_^*)

出し物は職員による“時代劇体操”
皆さんに盛り上げて頂きました！
誕生者の皆さま、おめでとうございます☺
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ぜんざいでお祝いしました！
ひな祭りに『お茶席』

特養にも春がやって来た！！

セルフお茶会？？

お雛さまを作りました！

顔より大き い

?
!

バレンタイン❤にちなんで、クランチチョコを作りました❤
昔懐かしい綿菓子！甘くて美味しいねぇ～❤
美味しかった～！

ベランダで花の苗を植えました✿
何が咲くか、お楽しみ！

月に 1 度のお料理教室！管理栄養士と一緒に桜餅を作りました。
もち米をこねて、あんこを丸めて、成形して桜の葉を巻いて出来上がり！

とてもキレイなオカリナの音色でした♫

素敵な演奏を
ありがとうございました！
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4 月 22 日 「郷原の里・親睦会総会」及び
新入職員歓迎会が行われました。
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理事長挨拶に始まり、親睦会費収支報告、
資格取得者紹介、新入職員自己紹介など行われ、
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塩焼サロン・思い出カルタ

会の締めくくりは毎年恒例となった全員での記念撮影！

皆様のお役に立てる様、精一杯頑張ります！！

塩焼サロン
お花見弁当✿

塩焼サロン
お雛様料理

いろいろなレクリエーションを
楽しみました！

徳丸サロン
手作りぜんざい

石内サロン・スロービー
徳丸サロン・スロービー
文化サロン
手作り苺大福

塩焼サロン・スロービー

文化サロン
手作り桜餅

各サロン恒例の
『お雛様作り』
力作揃いです！！

文化サロンはいつも
手作りおやつが楽しみです❤

北町田サロン
町田サロン

厨房調理員

土井真由美

勤続 10 年を迎え、皆様
に感謝の気持ちでいっぱ
いです。ありがとうございま
す。
何 も分からな い私 を沢
山の人に支えられ、一日
一日を大切にして元気で
働きたいと思います。
これからもよろしくお願い
申し上げます。

ヘルパー
サービス提供責任者

水流 真理

あっと言う間の 10 年でした。
小さな子供を抱えて仕事を始
めた頃を懐かしく思います。
家族の協力もありましたが、
子供が体調を崩して仕事を休
む時など、職場の方々が嫌な
顔もせず訪問先を変更して下
さったり等、皆さんの協力もあっ
て 10 年間を続けられたと思い
ます。これからも初心を忘れ
ず、皆様のお手伝いが出来れ
ばと思っています。

文化サロン

弁天橋サロン 恒例のお料理教室
おからを使って餃子作り
北町田サロン
手作りおやつ
色々な具材で
オリジナル
たこ焼きを
楽しみました。

町田サロン
お花見に参加✿
桜はまだ早かったよう
ですが、お手玉レクで
楽しみました。
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昨年度より取りかかっておりました
「郷原の里 20 周年記念誌」！
20 年という長い年月を振り返るに
あたり、色々な資料を探り・見返
し、写真を眺めては設立当初を思
い出し、懐かしい入所者さんの話
になったりと…膨大な労力と時間を
費やしてやっとの思いで完成致しま
した！
是非、皆様にもご覧頂きたいと
思います。

行事計画紹介
５月

６月

７月

誕生会

誕生会

七夕・誕生会

外食ドライブ

外食ドライブ

母の日イベント

父の日イベント

ショッピング

ショッピング

夏を乗り切ろう会

外気浴（中庭）

健康講座（夏の過ごし方）

コーラス発表会

お楽しみ会
（かき氷、スイカ割り）

カラオケ発表会

お問い合わせ先
お問い

交通のご案内

編集後記
今年は暖かい日が続き、春が早めにやっ

社会福祉法人

ほう き

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

の皆さまは笑顔、笑顔でした(*^_^*)。

● JR バ ス

季節は爽やかな気候へと進み、郷原の田ん

西条線

ぼではカエルが鳴き、そろそろ田植えも始

渡川下車

まるようです。日中、過ごしやすくなりま
したが、油断は禁物！水分補給は必ず行っ

TEL

(0823) 77-1558

徒歩５分

FAX

(0823) 77-1833

（ 約 500ｍ ）

URL http://www.gouharanosato.jp/

て来ましたね！満開の桜に入居者、利用者

て下さいね！！

