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〜 今月の表紙 〜
ケアハウスの皆さんで、安芸灘大橋を渡って、
『蒲刈・県民の浜』へお花見ドライブ！
道路沿いにはたくさんの桜✿桜✿桜✿
お天気にも恵まれ、
楽しいドライブとなりました(*^̲^*)
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資格取得に向け、日々の業務をこなしながら、久し振りの受験勉強！！努力の甲斐あって、
「サクラサク✿」(*^̲^*)
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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 2 名、厨房に 1 名の方が入職されました。
皆さん、よろしくお願いします！

社会福祉士とは･･･
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格
専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の
障害があること、または環境上の理由により日常生活を
営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、
助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の
保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携
及び調整その他の援助を行うことを業とする者。

特養
機能訓練指導員

中村 哲朗

特養・介護職員

山上 良夫

この度、社会福祉士の試験
に合格しました。19 科目と広範
囲でありましたが、なんとか挫
折せず、やり遂げることができ
ました。資格に恥じないよう日
常業務に取り組んでいきたい
と思います。
お年寄りが歩んで来られた
人生の重みを受け止め、介護
する人とされる人は対等のパ
ートナーであることを常に心が
けながら接していきたいです。

デイサービス
相談員
中原 克士

入職 1 年目に不合格となって
からは目を背けておりましたが、教
科書をほとんど開くことなく合格点
に達する事ができたのは、日々の
仕事の中で皆様に鍛えて頂いた
おかげだと感謝しております。
資格取得に向け、実習を免除
とするために未熟な私に早めに実
務経験を積ませて下さった上司、
学校へ通うために仕事を休んだ
時にサポートして下さった同僚、万
全の態勢で送り出してくれた家
族、皆さんに感謝申し上げます。

特養・介護職員

坂本 宝

呉商業高校から就職してきた、
坂本宝です。介護の事は何も分
からないまま就職したので、初めて
聞くことや、初めてやることがたくさ
んあるけど、先輩方の指導を良く
聞いて、早く仕事を覚えて一人前
になりたいです。
運動することが好きなので、職員
の方と仲良くなって色んな運動が
できたらいいな、と思っています。
社会人としての自覚を持ち、一
生懸命頑張ります。よろしくお願い
します。

厨房・栄養士

井手 朱里

4 月より新入職員として入り
ました、作業療法士の中村で
す。リハビリの担当です。入居
者の方が楽しく、その人らしく
生活できるお手伝いや環境
作りをしていきたいと思っていま
す。岡山から引っ越してきたば
かりで、この地域のことはまだ
あまり知らないですし、友人も
いませんので、仲良くしてやっ
て 下さ い。よろしく お願 いしま
す。

4 月 1 日より入社しました、
井手朱里です。大分育ちで
学校は福岡と、これまで九州
から出た事がなかった私です
が、郷原の里の皆さんの温か
さに触れ、広島の良さを実感
しているところです。
食事の楽しさを感じてもら
い、喜んで頂けたらと思って栄
養士を志しました。
皆さんのご指導で早く一人
前の栄養士になれるように頑
張ります。

引き続き、4 月 10 日に特養に入職されました。

介護福祉士とは･･･
社会福祉士及び介護福祉士法に
基づく国家資格
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。

特養・介護職員

荒木 正雄

今回の介護福祉士試験
に無事合格することが出来
ました。皆様のご協力により
実務者研修にも行け、受験
資格を得 ることが出来 まし
た。一人では何もできなかっ
たと思います。勤続 10 年で
介護福祉士に合格、ここか
ら新たなスタートラインとし、
色々資 格を取って、より一
層頑張ります。

特養・介護職員

丸岡 康仁

私の周りには介護を必要とす
る人が数多くいました。現在でも
身内に複数います。その中の
一人に私の事を幼少の頃から
可愛がってくれた人がいたので
すが、一昨年の秋に亡くなりま
した。その事で介護福祉の世
界に関心を持ち、進みました。
人生の終盤で縁のあった方々
に「幸せな人生だった」とか「最
後にあなたに会えて良かった」と
思って去って頂ける様、精一杯
努めますので、皆さん御指導お
願いします。

東屋の桜が満開です！見事に咲き誇っています✿
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居宅・管理者
ケアマネ

藤原 伸枝

特養の皆さんは、
東屋でお花見✿
とってもキレイでしたねぇ(*^̲^*)

厨房・調理員

荒光 友子

4 月 12 日(水)

郷原の里だより

郷原の里で勤務させて頂いて知らない間
に 20 年経ったことに驚いています。若い頃は
老人福祉の仕事をするとは夢にも思っていな
かったのに、振り返れば大半を郷原の里で過
ごしております。当初は書類は手書きが主流
でしたが、今は「今時、手書きなんて！」と言
われるようになり･･･、その他諸々、この 20 年
の年月の変化は驚くばかりです。パソコンもで
きないこの私がここで勤めさせて頂けるのは、
皆様の支援のおかげと深く感謝しております。
あと何年働かせて頂けるか分かりませんが、
自分なりに頑張っていきますので、今後ともよ
ろしくお願いします。

厨 房 の荒 光で す 。この度
は、勤続 20 年表彰をして頂
き、誠にありがとうございます。
この 20 年間いろいろありまし
たが、今日まで頑張って来ら
れたのは、ひとえに、皆様の支
えがあってこそだと深く感謝して
おります。今後とも、健康第一
に、一生懸命頑張りますの
で、よろしくお願い致します。
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4 月 28 日『郷原の里・親睦会総会』において、
勤続 20 年、10 年の方々の表彰が行われました。

特養で 16 年、居宅で 4 年
勤めさせて頂いています。入
社当初は介護の資格はありま
せんでしたが、必要とされてい
る仕事に喜びを感じる毎日でし
た。「福祉の仕事を続けること
が出来ているのは川野さんの
おかげです。」と言ってくれる後
輩も出来ました。
多くの利用者さん、多くのスタ
ッフとの一期一会を糧に、これ
からもお役に立てる自分であり
たいと思います。

居宅・ケアマネ

川野 愛子

ケアハウスの皆さんは蒲刈へ、お花見に行って来ました✿
介護の職に携わり十年が過ぎました。
振り返れば、そこには多くのお年寄りとの
出会い、そして別れがありました。自分
よわい

これ、美味しいんだって！！

特養・副主任

岡本 裕二

あんたぁ、何買うん？

来年も皆さんで
行きましょうね！

特養・介護職員
昨 年 は大 雨の 中 での ドラ イ ブで した が 、今 年は 晴 天と なり ま した ☀ リ ベ ンジ でき て 良か った で す(^ ^) v

荒木 正雄

自身いつしか五十の 齢 を越え、徐々に
ですが死というものを身近に感じ始めて
います。それだけに、その出会いと別れ
が私の進むべき道を指し示し導いて下さ
ったと感じています。今改めて、ここで出
会った全ての方に感謝したいです。それ
はまた十年前、わがままを許してくれた私
の家族にも。

気 が付けば十 年、長
いようで短い、あっという
間でした。介護福祉士も
実務者研修もあり、去年
の一年間は怒涛のように
過ぎたと思います。十年
を節目に、より一層精進
し、仕事を頑張っていきた
いと思います。

特養・介護職員

河﨑

翼

特養・介護職員

平田 智則

気が付けば、あ っという
間の十年でした。私たちが
入社した頃、沢山の人数
で、その中の私が残ってい
ると思うと、びっくりです。
色々経験してきましたが、
先輩達のおかげで、ここま
で来ることができました。こ
れからは、私が教える立場
になり、頑張っていきます。

二十歳で入社し、すぐに
バイクで 事故を起こしてしま
い、長期に休んだ所から私
の社会人生活がスタートしま
した。それも早十年前の出来
事で、十年というのは、あっと
いう間に感じます。
これからも一生懸命頑張り
ますので、皆様よろしくお願
いします。
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音楽サークル
城山会の皆さん

いただき
ま〜す！
(*^̲^*)

平成 29 年（2017 年）春

オカリナグループ
美笛の皆さん

フラダンスグループの
皆さん

2 月は
バレンタインに
ちなんで、
マシュマロチョコを
作りました❤
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キレイな音
じゃねぇ♪

一緒に歌います♪

鬼は〜外！
福は〜内！

みんなで鬼退治を
したけど、
ちょっと
見かけたことのある、
赤鬼、青鬼でした
(?̲?)

今日は『巻き寿司』を作りま〜す！
それぞれ役割を持って頂いて、皆さんで協力して『巻き寿司』を作ります。

3 月は皆さんで、
写真を貼る為の壁画を
作りました。
ドライブの写真を
飾りま〜す！

ミニレクでは、
お雛さまを作りました。
「顔を書くのは難しいねぇ…」
と相談しながら、
可愛らしい
お雛さまの完成です！

美味しそう！早速、試食です

3 月は『いちご大福』に挑戦！
しろあんといちごを丸めて、
求肥で包んでできあがり！
美味し過ぎで(*^̲^*)
食べ過ぎ注意！！
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今回は職員も参加して
盛り上げました♪

2 月節分ゲーム
スロービーを楽しみました。
鬼に向かって、お手玉を「えぃっ！」

各サロンでひな祭り
今年のお雛さまは、
『つるしびな』です❤

平成 29 年（2017 年）春

初参加の方が
たくさんおられました

各サロンでおやつ作り
エゴマ油は認知症予防！！
エゴマ油で作ったマヨネーズ、
魚を入れて、
たこ焼きを
楽しみました。
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職員も衣装を着替えて成りきっています(*^̲^*)

その他、色々なレクを楽しみました！

沢山の方のお祝をさせて頂きました。

文化サロンの
お花見に
参加しました✿

人前で話をするのは︑恥ずかしいですねぇ⁝

石内、文化サロンで介護保険について勉強会

藤岡様、
大正琴の演奏
ありがとう
ございました。

笑いあり、涙あり･･･
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行事計画紹介
5月

6月

7月

誕生会

誕生会

七夕会・誕生会

母の日イベント

父の日イベント

お楽しみ会

ショッピング

外食ドライブ

（かき氷・スイカ割り）

コンサート

ショッピング

夏を乗り切ろう会

カラオケ発表会

コンサート

ショッピング

健康講座（口腔ケア）

コンサート
コーラス発表会

お問い合わせ先
お問い

編集後記

交通のご案内

今年の桜は長く楽しむことが出来まし
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

んはポカポカ陽気の中、お花見をしまし

● JR バ ス

た✿ ケアハウスの皆さんは蒲刈へお

西条線

花見ドライブ✿ 笑顔いっぱいの素敵

渡川下車

な時間を過ごされたようです。季節は新
緑から夏へ ☀ 食事、水分をしっかり

TEL

(0823) 77-1558

徒歩５分

FAX

(0823) 77-1833

（ 約 500 ｍ ）

URL http://www.gouharanosato.com

たね。東屋の桜は満開で、特養の皆さ

摂って、体調には十分お気を付け下さ
い。

