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鬼村

伊勢子

ユニット型特別養護老人ホームフェニックス

施設長
謹んで新春のお慶びを申し上げます。

旧年中は皆様よりひとかたならぬ
ご厚情を賜り誠にありがとうございまし
た。今年もよろしくお願いいたします。

さて、今年の干支『亥』は十二支の
最後にくる干支であることから、植物
で言う「生命力が閉じている」という
意味があり、草木の生命力が種の中に
閉じ込められた状態を表している意味
があり、そのために次の干支の『子』
年にしっかりと生まれて来られるよう

特別養護老人ホームあかつき苑
朋絵

坂林

養護老人ホームやはず苑
施設長

和博

綿谷

ケアハウスあかつき
施設長

昌喜

明けましておめでとうございます。

長尾
新年あけましておめでとうございます。

施設長
新年あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

歳以上の方々で、しかもお元

田上

雅史

特別養護老人ホームフェニックス一の宮

施設長

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、一方ならぬご厚情を賜

り、厚くお礼申し上げます。また新

たな年が始まり、身も心も引き締ま

昨年は診療報酬と介護報酬の同時

る思いであります。

改訂があり、近年の医療・介護を取

り巻く環境は日々変化し、迅速な対

気な方が多くおられますが、入居者

元号が開始され、新しい時代の幕開

特に今年は、５月１日から新たな

応を常に求められております。

全員が毎日、自力で歩いて食堂まで

上が

ケアハウスでは、入居者の８割以

とができ、厚くお礼申し上げます。

方のご指導により何とか年を越すこ

ゼロからのスタートでしたが、皆様

ケアハウスあかつき施設長として

皆様におかれましては、新しい元
年の輝か

しい新春をお迎えのこととお慶び申

号へ幕開けとなる201

皆様におかれましては、健やかに新春
をお迎えのこととお慶び申し上げます。
度目のお正月

し上げます。

早いもので、当施設も
を迎えることができました。これもひと

本年は、

会保障の充実を目的としたさまざま

介護人材の新たな処遇改善など、社

費税増税に伴い、介護報酬の改定や

月に予定されている消

えにご利用者ならびにご家族の皆様、地
域の皆様のご協力・ご支援の賜物と深く
感謝申し上げます。

今年の干支である「己亥 」は、次の

種の成長に備えて、個人は知識を増やす、 な施策が実行される年となります。

けを迎えることとなりますが、それ

また、昨今の異常気象による未曽

来ていただいていることから、歩く

精神を育てる。組織は人材育成や設備投

有の災害や社会的な労働者不足の問

ています。

歳に

また、ケアハウスについても、「入

居したら元気になった」と言われる

ような明るくて暖かい施設を目指し

て頑張りたいと思いますので、本年

もご支援ご鞭撻をいただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。

どうぞ、今年も宜しくお願い致します。

ります。

蓄えていける年にしたいと思ってお

けても法人全体で基盤を固め、力を

に控えている暁会の大きな事業に向

も込められているそうです。数年後

代へと向かう準備をするという意味

亥年はエネルギーを蓄えて次の世

していく年になることと思います。

大型変更を控え、益々活力的に行動

法人としては８月に給食システムの

に伴う変化への対応も求められます。

資、財務基盤を固めるなどの意味があり

題など、想定外のスピードで時代の

ことの大切さを改めて実感していま

外に向けての活動ではなく、内部の充実

す。私自身も刺激を受けてジムに通

歳の高齢者の方々も若い人に

ており、私も、まずは元気な

交じって、マシンなどで汗を流され

～

変化の波が押し寄せてくる中、私た

こ の こ と から、今年は特養フ ェ ニ ッ

昨年の介護報酬改定では、 自立支援・

ければいけないと思っています。

ます。

ますよう、よろしくお願い申し上げ

本年も、何卒ご指導ご鞭撻を賜り

利用者支援を行っていきたいと思います。

一人ひとりが誇りとやりがいを持って、 向けて、無理をせず継続したいと思っ

70

スピード感を持って変革していかな

を心掛けると良い年と言われています。

ク ス に お い て長い間培ってきた 有 形 無

重度化防止に資する質の高い介護サービ

うようになりましたが、ジムでは、

形の財産を熟考して、人生１００年「我

スの実現が求められ、今後もより一層成

80

にエネルギーやパワーを蓄えている年

9

「地域に安心と信頼を」を胸に、職員

70

という由来があります。

10

ちも最大のリスクを想定しながら、

事 ・ 丸 ご と 」地域社会の実現に 向 け て

果を求められることが予想されます。そ

ただきます。

う祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせてい

様にとりまして更に良い年となりますよ

末筆ではございますが、新しい年が皆

にしたいと思っております。

心掛け、新たなエネルギーを蓄える一年

サービスが提供できるよう内部の充実を

のため、今年一年は、今以上に質の高い

の 準備期間だと言えます。
今年も職員一同、地域における福祉
施設の拠点として入居者、利用者一人
ひとりの尊厳ある暮らしを守り、質の
高いケアの実践と認知症ケア(ユマニ
チュードを中心とした)の充実を図る
ために活動して行く所存でございます。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、
お願い申し上げます。
末筆ではございますが、本年が皆様に
とって実り多い年になりますよう願って
年頭の挨拶とさせていただきます。

80
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平成

年

月

日〜

日で秋季一泊旅

17

した︒今回は︑入所者様の半分強の

おられました︒

名

来ていた﹂と懐かしそうにしている方も

子でした︒中には︑﹁以前︑この辺に良く

色がきれい！﹂と車窓にも興味津々な様

した︒
﹁近場なのに初めて通った﹂とか﹁景

員と笑顔で交流する光景が多く見られま

に向かいました︒車中では︑ご家族や職

一路︑長門市にある﹁センザキッチン﹂

１日目︑午前9時に施設を出発して︑

に参加していただきました︒

が参加されました︒ご家族も６家族９名

22

内で開催される山口ゆめ花博に決定しま

議で意見を募り︑︑ちょうど旅行時期に県

行に行ってきました︒行き先は利用者会

16

センザキッチンに到着するとご家族や

を食べたり︑お土産を買ったりと︑あっ
という間に時間が過ぎました︒その後︑
角島大橋を渡ってドライブし︑西長門リ
ゾートホテルにチェックインしました︒
全室︑オーシャンビューの部屋でその絶
景に感動されていました︒夜は︑海鮮料
理で宴会です︒クイズやカラオケ︑ゲー
ム等で盛り上がりました︒
２日目は︑ゆめ花博会場に行きました︒
行く道中で雨が降り出し焦りましたが会
場に着くと天気は回復し︑行楽日和とな
りました︒平日なのに来場者がとても多
く︑少々閉口してしまいましたが︑美し
い花々に囲まれて︑美味しい弁当を食べ
楽しむことができました︒帰りの車中で
は︑﹁来年は○○に行きたい﹂とか﹁今度
は○○が食べたい﹂とか早くも来年度の
話題が出ていました︒

山口県選奨 ・ 下関市社会事業功労賞受賞

10

担当職員と散策し︑自分の食べたいもの

今後も入所者様・ご家族に楽しんでい

特別養護老人ホームフェニックス
障害者支援施設フェニックス

吉水千賀子施設長が

社会福祉事業の振興発展に尽力し

年

月

日

功労顕著な社会福祉功労者として

平成

19

ただける行事を企画・実施していきたい
と思います︒

21

日

11

月

11

年

30

を受賞いたしました

平成

30

秋季一泊旅行
障害者支援施設

30

２０１８． １０.１６～１７

下関・門司高齢者医療研究発表会

今年で

今回は︑特定医療法人茜会から

月

10

分子疫学研究室教授

あかつきの里ではグループホームの抱える身近な問題として

大変興味深い内容となっていました︒

療のサービスの質の向上の為に根拠に沿った発表をされており︑

いずれの部署もそれぞれの業務の中で問題点を提起し︑高齢者医

専門学校のポスター展示２題の参加と︑盛り上がりを見せました︒

佳先生による特別講演に加え︑ロビーではウエストジャパン看護

浦島光

題︑社会福祉法人暁会からは

回目を迎える下関・門司高齢者医療研究発表会が

日開催されました︒

21

５題の演題︒東京慈恵会医科大学

10

7

グループホームあかつきの里

宗藤翔太

ズに応じたサービスの提供をして行きたいと思っております︒

義な時間でした︒これからも多職種連携を実践し︑利用者様のニー

手意識を克服することが出来た達成感は︑貴重な経験となり有意

いて何度も実行と検証を行い︑考察を重ねて﹁水分拒否﹂への苦

１つのテーマにスタッフ全員で取り組み︑水分摂取の方法につ

ことが出来ました︒

挑戦ではありましたが︑みごと 審“査委員長特別賞 を
” 受賞する

ついての研究発表を行いました︒高齢者医療研究会での発表は初

チュードを取り入れたケアを行った結果とそれに伴う相乗効果に

﹁水分を拒否する認知症高齢者との関わり﹂をテーマに︑ユマニ

２０１８．１０．０７

﹁秋﹂といえば﹁スポーツの秋﹂・﹁食欲の秋﹂とよ
く耳にすると思いますが︑﹁収穫の秋﹂という言葉を

月 日︵金︶にシーモールパレス

にて﹁平成 年度社会福祉法人暁会忘

年会﹂が盛大に開催されました︒

諸冨夏子理事長より開会のご挨拶を

名の表彰がされました︒

10

聞いたことがありますか？

２名︑

頂いたあと︑永年勤続表彰が行われま

した︒今年度は勤続 年表彰

年表彰 ８名︑勤続 年表彰

名で

勤続

20

秋にはお米や野菜︑キノコや果物が沢山採れ農作

30

ましたことを感謝いたします︒

無事に忘年会を開催することができ

を過ごしていただけたことと思います︒

と交流することができ︑有意義な時間

普段なかなか交流の機会がない方たち

てしまいました︒

楽しい時間は︑あっという間に過ぎ

ても盛り上がりました︒

や事務長︑課長にご参加して頂き︑と

ムのロシアンルーレットには︑施設長

ム大会を行いました︒激辛シュークリー

支でグループ分けし︑グループ対抗ゲー

ました︒今回はテーブルを十二支の干

声のあと︑楽しい会食と余興が始まり

田上施設長の景気の良い乾杯の御発

23

物の収穫を祝うことからそう呼ぶそうです︒

14

15

天候にも恵まれ︑入所者様︑グループ施設の利用

12

13

者様︑職員も含め約 人が参加し稲刈りや野菜の収

２０１８． １２． １４

２０１８．０９．１１

穫を体験しました︒稲刈りを初めて体験する職員や
子ども達は長靴を持参し緊張のおももちでしたが︑
いざスタートすると猛暑にて稲の育成も心配されま
したが︑6月に自分たちで約 アールに植えた黄金

りお帰りの際には︑来年の田植えを楽しみにしてい

自然の中で楽しく過ごされ笑顔の絶えない時間とな

日頃施設内で過ごされている入所者様・子ども達も

稲刈り祭もみんな怪我なく無事に終了しましたが︑

きたことでしょう︒

命持って喜んでいました︒さぞかし良いお土産がで

た︒あっという間に袋が一杯になり︑両手で一生懸

起こし力一杯引き抜き嬉しそうに見せ合っていまし

員から教わると歓声を上げ︑スコップを使って掘り

最初はどうやって採るのか不安な様子でしたが︑職

るのが苦手のようで︑もっぱらサツマイモの収穫へ︒

いい﹂と元気一杯でした︒子ども達は︑田んぼに入

ぼで米を作っていた︒稲刈りは久しぶりだが気持ち

入ると慣れた手つきで作業を進め﹁昔は２丁の田ん

もともとは農家という入所者様も多く︑田んぼに

り取っていきました︒

添われながら田んぼに入り交代で鎌を片手に稲を刈

色に実ったヒノヒカリの稲を入所者様は職員に付き

20

た子ども達もいて︑職員にとっても心が満たされた
一日でした︒

社会福祉法人暁会忘年会

平成 30 年度

稲刈り収穫祭
実りの秋に笑顔

80

２０１８． １０． １２

