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運営理念

◎ご利用者の幸せを追求する
山の手フラワーヒル
◎地域社会へ貢献する山の手フラワーヒル

今年度は、
「花で結ぼう心の絆」というテーマで開催しました。
今回は、全員で一つの作品を作るのではなく、祭り後もご利用者様が今回の祭りの事を
思い出し懐かしく思っていただける様、一人ひとりが身に着けて使用していただける物をと
考え、手染めのフェイスタオルをご入居者様と職員で協力し、染色、名前付けを行い、綺
麗に仕上げることができました。
今年の山の手フラワーヒル祭りは、開催日にめでたく 100 歳のお誕生日を迎えられるご
利用者様がいらっしゃいました。もちろんこんなおめでたいことを職員一同祝わずにはいら
れません！百寿のお祝いセレモニーを企画し、お祝いをさせていただきました。
模擬店では、焼きそば・焼き鳥の他、新メニューにお好み焼き・カレー・わたあめ・ソフ
トクリームを取り入れました。中でもソフトクリームは大好評で、長蛇の列ができていました。
蒸し暑い日だったので大人にはビールがとても好評でした。
アトラクションでは、大宮神社久保祭保存会の皆様による大迫力の太鼓演技に、観覧さ
れていたご利用者様もご家族もとても感動されていました。君津山の手病院の佐藤さま・
鈴木さまによる演芸ショーの後、カラオケ大会へと進み、予定されていた方の他にも飛び入
り参加で、白石相談員が「きよしのずんどこ節」と田中相談員が「世界に一つだけの花」、
それぞれ素晴らしい歌声を披露してくださいました。普段あまり目にしない相談員の姿にご
利用者の皆様がとても喜んでいらっしゃったのがとても印象的でした。
神輿担ぎでは、ご利用者様の他にも、太鼓演技をしてくださった大宮神社久保保存会
の子供達、ご利用者様のひ孫さん達とたくさんの子供達が参加してくださいました。元気
のいい子供達が担ぐ神輿と「わっしょい！」の掛け声で、お祭りの雰囲気が一層盛り上が
りました。子供と一緒に神輿を担いだご利用者様達もとっても嬉しそうに笑っていらっしゃ
いました。
今年の山の手フラワーヒル祭りも、たくさんの皆様に笑顔で過ごしていただけたことに大
変満足しております。また、同じものを見て感じ、笑うことで、ご利用者様やご家族、そし
て私たち職員も、心の絆を強く結ぶことができたように思います。更には、元気な子供達
から、湧き溢れるエネルギーを分けてもらえたようにも感じました。
ご利用者様、ご家族の皆様、ご参加いただきありがとうございました。また、ボランティ
アの皆様、近隣の皆様、ご協力いただき本当にありがとうございました。来年度の山の手
フラワーヒル祭りも、沢山の皆様にご参加いただき、大成功となるよう職員一丸となって準
備して参りたいと思っております。よろしくお願いいたします！
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◆◆◆◆◆

介護福祉士合格◆◆◆◆◆

私は、介護福祉士を取得して
とても嬉しく思っています。介護
福祉士としての専門的知識や技
術を活かし、責任ある行動を取
り、ご利用者様一人ひとりに合っ
たケアをしていきたいと思ってい
多床室棟
ます。また、ご 利用者様とって
市川 達也 心地の良い声掛けや介助をする
ため、更にコミュニケーション能力を高めていきた
いです。介護福祉士はあくまでも通過点、今後も
向上心を忘れず、日々努力していきたいと思います。

介護 技術は勿論の事、病気
や法律等の勉強を通じて、介護
という仕事をするにあたり様々
な知 識が必 要 なのだと改めて
確認する事ができました。
今後は、資格を取ったからと
多床室棟
慢心せずに、これからも精進し
紺野 千沙 ていきたいと思っています。そ
して、私が介護福祉士を取得できるようにと沢山
のアドバイスをくださった諸先輩方、大変ありが
とうございました。

「まず３年間働いて、ゆっくり資
格を取ればいいよ。」と言っていた
だいてから、５年の月日が経ちまし
た。実は前回の試験では不合格で
した。今回、二度目の挑戦で晴れ
て介護福祉士に合格することがで
きました。施設のご利用者の皆様、
上司、同僚職員、多くの方々にご
ユニット棟
教授いただけたことが、合格へ繋
佐藤 厚子 がったように思います。本当に有難
うございました。
今一度初心に戻り、介護福祉士として、ご利用者の
皆様により一層安心していただけるサービスの提供を
していきたいと思います。

私は、介護福祉士取得に向け
て勉強をする中で、多くの方にご
指導いただきました。それは、参
考書では得ることの出来ない知
識や経験です。この事は、私が介
護福祉士取得に至る大きな要因と
ユニット棟
なりました。そして資格取得は私
三浦 穂
の中でとても大きな力になり、そ
の力は自信へと変わったように思います。今後は、
ご指導くださった皆様へ感謝の気持ちと共に、より
良いケアを提供できるよう頑張りたいと思います。

ユニットリーダー研修
小川

認知症介護実践研修へ参加して

清美

デイサービス

ユニットリーダー研修に参加させ
ていただきました。秋葉原で３日間
の講義、神奈川県秦野市で施設実
習を５日間受けてきました。
３日間の講義では、ユニットケア
はできるだけその人らしい生活が継
続できるよう支援するものであり、
入居者様一人ひとりの２４時間の暮
らしを知り、その人にあったケアをすることが大切で
あることを改めて感じました。
５日間の施設実習では、早・中・遅番の勤務時間帯
での入居者様のご様子、過ごし方を見せていただきま
した。居室や共同生活の設え入居者様の居心地の良
い空間作りを学び、環境整備等が暮らしの中でどのよ
うに行われているかを学ばせていただきました。また、
自分が入居者様になり、それぞれの時間の流れや生
活の流れを体験し、それに対する職員の動きを観察
するという入居者体験をしました。その体験をしたこ
とにより、エアコンの温度・同じ姿勢でいることの辛さ・
寂しさ・退屈さ等を肌で感じさせていただきました。
この研修で学んだことを活かし、入居者様・ご家族
様に満足していただけるような、入居者様の気持ちに
なって考え動くケアを実践していきたいと思います。

蛸島

理恵子

４日間の研修を通して、
「認知症」
とは、どのような疾患なのかとい
う事を学ばせていただきました。
認知症の方の行動の一つ一つに
は、必ず意味があるという事。自
分の気持ちを上手く伝えられない
事への、不安や悲しみといった複
雑な感情が隠れているという事を
知りました。さらに、接する人の行動や発言で、認知
症の方を今以上苦しめてしまう場合もあるという事
も知りました。
私は介護職という仕事を通じて、認知症の方と接
する機会がとても多く、以前は認知症の方の行動ば
かり注目していました。今回、研修に参加して、認知
症になってしまった本人の行動の裏にある気持ちを感
じとることの重要性を学びました。また、不安を安心
に変えられるような支援とは何かという事を常に考え
るようになりました。認知症の方が健やかな生活をし
ていただけるよう、更には、認知症の方を支えるご
家族の思いにも寄り添いながら、サポートしていきた
いと思います。
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デイサービス

秋の運動会！
デイサービス

北島

孝治

デイサービスでは年に 3 回の運動会を予定しており、先日第 2 回
目の運動会を開催しました！開催前から、「昔はあんな競技をやった
よ。こんな競技をやったよ。」等々、昔話を嬉しそうにお話しして下
さる方もいて、運動会をとても楽しみにしてくださっているという事
を感じました。また、実際に競技をしてみると、普段と違う意外な一
面を見ることもできました。
当日は紅白各選手代表による選手宣誓から始まり、競技は玉入れと
パン食い競走を行いました。どちらの競技も、普段の機能訓練の成果
を存分に発揮していただけたように思います！前回はウッドデッキで
開催しましたが、今回は天候に恵まれず、居室内での運動会となりま
した。ですが、ご友人への熱い声援を送る姿や、ご利用者様 1 人 1
人の素敵な笑顔が私たち職員の目にとても眩しく映りました。天候の
事も忘れ、全員が夢中になって競技を楽しむことができました。
ご利用者様が元気に笑って競技を行っている姿を拝見して、私たち
職員も大きな励みになりました。次は 2 月に実施予定です。ご利用者
様の素敵な思い出に更に１ページ増やしていただけるよう、楽しい運
動会の計画をしていきたいと思います。

デイサービス

夏祭り

デイサービス

小泉

康恵

毎年恒例のデイサービスの夏祭り。今年は８月４日～８月１０日までの６日間に渡り、開催致しました。
期間中は、ボランティアの皆様による「演芸ショー」を観覧し、最終日には、常代保育園の子供達との交流
会を行いました。
「演芸ショー」は、盆踊りやフラダンス、手話ダンスにアコーディオン演奏、おやじバンド等々の盛り沢山の
内容で、連日大いに盛り上がりました。常代保育園の子供達との交流会では、子供達が練習してきてくれた
歌を、施設に響き渡るくらい元気に歌ってくれました！その一生懸命な姿がとても愛らしく、その場にいた
全員が自然と笑顔になりました。
夏祭り期間中の昼食は、特別メニューでした。ジュースやお酒もご用意させていただいていたので、食後
はほろ酔い気分の方もいらっしゃいました。おやつの後には、輪投げとくじ引きで、お祭りの屋台気分を演出！
もちろんスペシャルな景品もご用意させていただきました！それは、デイサービスで一番人気の按摩器使用
券や一番風呂券、他にはイケメン介護士と写真が撮れる券等々！スペシャルな券の目白押しでした！
ご利用者の皆様に楽しんでいただき、また沢山の笑顔が見られるように、来年の夏祭りももちろん、その
他行事も今年以上に充実させていきたいと思います！
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祝 百歳！
！
！
多床室棟３階主任

佐藤

淳也

多床室３階にご入居されている渡邉りんさんが、本年８月
２１日に満百歳のお誕生日を迎えられ、同日に行われた山の
手フラワーヒル祭りの中でお祝いをさせていただきました！
お祝いの挨拶の後、花束の贈呈、ご本人とご家族にて久寿
玉を引いていただき、記念写真を撮らせていただきました。
そして最後に、これからも益々元気に暮らしていただこうと、
職員有志による「百歳音頭」を踊らせていただきました！百
歳のお誕生日を迎えられた今の心境を伺うと、とても照れく
さそうにされていたのが印象的でした。
お祝いの後は、ご家族と一緒にアトラクションを観たり、
模擬店を回られたりと、楽しいひと時を過ごしていらっしゃ
いました。
当施設に入所されてから約７年が経ちましたが、これまで
に大きな病気もなく、毎日元気に過ごしていらっしゃいま
す！これからもりんさんが、元気に明るく、朗らかに暮らし
ていただけますよう、職員一同頑張らせていただきます！
りんさん！これからもどうぞよろしくお願い致します！

いやさか君津踊り

訪問パン屋さん
管理栄養士

山口

友希

事務

今年の６月から、施設にパン屋さんが来てくださ
るようになりました！訪問販売を開始した頃は、遠
慮がちに少し離れたところから、様子を見ていらっ
しゃる方も多かったのですが、今はパン屋さんが来
ると、ご自分から「このパンはどんな味？」「今日は、
白あんパンある？」と積極的にお話をされる方が多
くなりました。パン屋さんのパンは、とても美味し
いと好評で、月１回の販売日を皆さんとても心待ち
にしていらっしゃいます♪

渡辺

万里子

編 集 後 記

すっかり季節は秋へと移り変わりまし
たね。暖かい毛布が心地よく感じ、毎朝
お布団から抜け出すのが難しくなったと
いう方も、多くなってきたのではないで
しょうか？（笑）
こうして機関紙を見ると、今年も山の
手フラワーヒルでは様々な行事がありま
した。ご利用者様やそのご家族様、更に
はボランティアの皆様のご協力があった
からこそ、こんなに笑顔溢れる写真を撮
ることができたのではないかと感じてい
ます。多大なご協力ありがとうございま
した。来年も沢山の笑顔を写真に残すよ
う、職員一同頑張らせていただきます！
もうすぐ冬がやってきます！暖かい物
をたくさん食べて、寒～い冬を乗り切り
ましょう！皆様、ご自愛くださいませ
（Ｗ・Ｍ）

君津市民ふれあい祭り「いやさか君津
踊り」に山の手グループとして、当施設の
職員と職員家族の総勢４１名で参加してきました！
８月といえば夏真っ盛り！暑くて暑くて、、、と思い
きや、今年は幾分過ごしやすかったように感じまし
た。日が落ちるまでは少しじりじりとした陽射しと暑
さがありましたが、夜は涼しく、踊る職員たちの表
情にも笑顔が見られ、最後まで元気に踊りきること
ができました (^^)/ 休憩時は、参加者でお酒を飲
みながら話しをしたり、ステージで行われていた筋
肉隆々のプロレスラーによる力強い歌声を聴いたりし
ました。踊りに参加していない来場者も観て楽しむ
ことのできるお祭りだな～と感じました～
普段ゆっくりとお話しする機会の少ない違う課の
職員と交流を深めることができ、とても有意義に過
ごすことが出来ました！また来年も多くの施設職員と
いやさか君津踊りに参加して、君津地域の活性化に
元気に貢献したいと思います！山の手グループをお
見 か けの 際 は ぜ ひ
お声かけくださ
い！元 気 な い や
さか君 津 踊りを
披 露 させていた
だきます♪（笑）

(^^)
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