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O ｢お待たせしました｣
地域密着型小山田特別養護老人ホーム

完成報告:写…書i[望墓‡…;認
○

平成22年度

青山里会入社式32名(4/1 )
±【1=コ完引lT ,.ぷ‑ ｣11

西元常務理事

憩済観葉姦

藍綬褒章授章

0品詣箭専門学校入学式41名(4/1 0)

お待たせしました｡

管理者
加

藤

秀

子(看護師)

この四月､川島地区に新しく高齢
者の居住型施設として｢サテライト
川島｣がデイサービスに隣接して運

営を始めることになりました｡建物
は木造平屋建て､全室個室｡お部屋
から一歩外に出ると小さいながら専用の庭にウッドデッキがあ
り､ご家族のご訪問の折には､楽しい一時を過ごして頂ければ
と願っております｡定員は20名と小さなグループでお世話を
させて頂き､また､短期間のご利用(定員1 0名)もできますの

サテライト川島
平成22年3月27日(土)完成式
■小山田特別養護老人ホーム サテライト川島
■四日市市別山4002他
■TEL.059‑320‑31 13

■定員:入所20名
●延べ床面積

■太陽光発電

FAX.059‑320‑31 12

短期入所10名(全室個室)

999.36m2

で､ご自宅でお暮らしの方もお気軽にご利用を頂くことができ
ます｡私たちは､ご利用者の皆様が木の温もりあふれる明るい
空間で､ゆったりとした時間を過ごせるように､これからも介護
の仕事に懸命に励んで参りますので､今後ともよろしくお願い
いたします｡
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太陽光発電を取り入れ､ LED照明を使用｡ ｢エコ化｣に取り組んでいます

管理者

加

住み慣れた地域を離れることな
く､ご本人が暮らしたいところで受

､

けられる理想の介護｡その理想の介

ドI阜'挺≧｣
､､弓

藤令子(看護師)

1

護の担い手となるため､新しくオー
プンした｢サテライト常磐｣ ｡住まい

機能と主体会病院との医療関連機関の充実を図っています｡
木の温もりあふれる建物の中で､個人を尊重した温かいサポ
ートの数々､おひとりおひとりの状態と個性を大切にスタッフ
一同､心を込めて皆様の暮らしのお手伝いをさせていただき
ます｡定員は､サテライト型居住施設で全室個室対応の20床､
ショートステイでは1 0床､どちらも少人数でアットホームな雰

サテライト常磐

囲気を大切にしています｡地域での生活支援を可能とし､ご家
庭や地域との交流を図りながら､毎日が楽しく暮らせるように
スタッフの笑顔をエッセンスに努力して参ります｡そして皆様

『四日市市城西町1 3‑45

の未来とサテライト常磐の未来を創ります｡

■TEL.059‑353‑7750

平成22年3月30日(火)完成式
■小山田特別養護老人ホーム サテライト常磐

■定員:入所20名
■延べ床面積

●LED照明

FAX.059‑353‑7766

短期入所10名(全室個室)

973.44m2

■太陽光発電

平成22年度新入職員の紹介

平成22年4月1日､新入職員32名に辞令授与が行われました｡これ
からの青山里会を支えていくことになるフレッシュな力が新たに加わ
り､これからも一層ご利用者､ご家族､地域住民の皆様方のお役にたて
るよう､全力で取り組んで参りまT.

社会福祉士

3 232121

(ソーシャルワーカー)

表芸YX警⊥
種 栄養管理士
〉栄養士

事務
作業員

2

名 名名名名名名

新人職員の方に
目標を語づこいただきました

(

藤田

水野

晶子

作業療法士

ケアワーカー

私が作業療法士として目標としている事は､ ｢私にし

J

i

美穂

私はこの四月から介護雇用プログラムの一環として

かできないリハビリ｣を常に考え､職務に尽力するとい

青山里会に入社しました｡

まだ限られてはいますが､将来的には利用者様ご自身が充実し､希望に溢れ､

仕事に就きながら学校に通学させていただけるの
で､大変有り難く思っております｡以前少しの間､介護付き老人ホームで働い

生き生きと毎日を送って頂けるような､サポートが出来る作業療法士を目指し

たことがあるのですが､やはり知識が無いままに働くことは､自分自身不安に

たいと思います｡それには知識も技術も高めていく必要があります｡ ｢私にしか

なることもありました｡青山里会では､このようなプログラムで働く事ができる

できないリハビリ｣をモットーに日々精進していきたいと思っています｡

ので､専門的な知識を見に付けるたけではなく､施設に入所されている方が､

うことです｡私自身の現状において､今出来る事がまだ

明るく元気になれて心地よい生活が出来る｢介護｣を目指し､経験を積みなが
ら自信を付けて頑張りたいと思います｡

馬場

彩

山本

管理栄養士

■

hヾo

ケアワーカー

私は､利用者様､入居者様､ご家族､またその方たち
をとりまく職員の方々との信頼関係を一日でも早く築

私が理想像とするケアワーカーは､利用者様に常に
頼られる人として存在する事です｡それにはまず､私と

き上げて､それぞれの立場のニーズを満たすことがで

きる栄養管理士を目指す事を考えています｡施設に入居されている方にとって
の｢食事は生きている楽しみ｣であることを基本に踏まえ､より食を楽しんでい

和弥

利用者様との心がしっかり通い合うようなコミュニケー
シヨンを抜きにしては､絶対あり得ないと認識しています｡

現在研修中で行っている朝の挨拶運動は､今後の目標に向かうための小さ

ただけるよう､きめ細やかな栄養管理はもちろん､季節や旬を感じられ､見た目

な‑歩だと思います｡しかし､この‑歩一歩を大切な糧として初心を忘れず､

にも楽しめる食を提供していきたいと思います｡また､噴下障害を持ってみえ

る方にはリサーチを行って､要望があれば可能な限り口から食事ができるよ

青山里会の理念である利用者様本位の介護.自立生活への総合的支援･地域
福祉活動の推進に､私自身が力になっていけるよう日々精進していきたいと

う､安全で安心な食事形態の研究を重ねていく事も目標としています.

思っています｡

村木 茜

藤井

事務員

ケアワーカー

私は青山里会に入社してから､青山里会で多くの事を

a

美由紀

私が小学5年生の頃､祖父が倒れた事で介護を初め
て経験しました｡そのとき､やはり心身共々の大変さを

学びました｡それ以前に私自身なりに調べたつもりたっ
たのですが､想像と実在を見るとでは全く違うことがわ

感じました｡この出来事がきっかけで､多くのお年寄り

が)ました｡私はここで出来る限り長く働きたいと感じています｡いつかは我が家

を助けたいと思ったのと同時に､介護とはいったいなんなのかを考える為青山

のように見慣れた景色になるとは思いますが､ ｢ここで働くんだりと改めて実感

里会への入社を考えました｡いざ研修で講義を利いたことや､現場実習を受け

したとき､日に映るもの全てがとても新鮮で輝いていました｡ただ､今まで学んだ

た事を通じ､イメージとは違って実際は難しく大変な仕事であると改めて実感

知識をどのように活かし､組み合わせて工夫するかは､まだまだ未熟な事もあり､

しました｡現場の利用者様から｢ありがとう｣や｢がんばってね｣等のお声を頂

先輩のご指導を受けながらより良いものにしていきたいですoいつかは私も青山

けると､その言葉を心の糧にして､今後の仕事の課題へと活かし､頑張りたい

里会の事務の顔として､堂々と胸を張れる先輩になりたいと思っています｡

と思いました｡
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将佐光

作業員
私は作業員として入社しましたので､ケア関係には
直接かかわりませんが､利用者様が不便を感じないよ
うに施設の保善に当りたいと思います｡

全施設を把握して運用に当り､出来る限り節約を念頭において保善の設備
管理をめざし､業者依頼の頻度を少しでも減らし､法的点検の実施を当施設の
管理自身で行えるよう取り組んでいきたいと考えています｡
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表彰者

6/ 1に青山里会創設36周年記念式典及
び祝賀会が行われました｡

i:,∃

総勢33名の職員が､永年勤続並びに優

撃.‑出盛1

栞 9V ﾂ

良の表彰を受ける事になりました｡

'30年永年勤続表彰

l名
㌔◎ o oO

20年永年勤続表彰 3名
せ10年永年勤続表彰 27名
し一一･1

昭和49年〔洞に小山田特香を
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100ベットで開設してから､早

し/‑ノ

EJ優良職員表彰

2名宅

いもので36年の歳月が流れま

kL結いへルHJ↓:目上山一訂,i人遵

した｡

高齢者を含めた介護を必要と
理事長

川村陽一

する人の暮らしを守り､支えて
いく職員に､こうして永くに渡

り働いてもらえることが､法人として大きな財産となり
ます｡

今後､少子高齢化が進む中､働きやすい職場作りをより

目指していきご利用者､ご家族､地域の皆様の暮らしに
大いに役立ててもらえるように､しっかりと｢人作り｣に
取り組んでいきたいと思います｡
全てが職員の手作り♪

第二部

西元

幸雄氏

｡

コ

[1

藍線褒章受費記念鹿賀弁口｡ u
平成22年5月14日皇居にて特別養護老人ホーム(認知専用)の施設長として
福祉の公益に尽くした人への藍綬褒章を受けられました｡
西元常務理事の藍綬褒章の祝賀会をこの6月
1日､創設記念日に合わせて行いました｡
理事長をはじめ､役員の皆様や職員から､こ
れまでのエピソードや当時の思い出を交え､
祝辞が寄せられました｡
授章された西元常務からは､今回の褒章は､
福祉事業を行う青山里会が弱者の暮らしを支
えていく姿勢が認められたものてあって､ ｢職

員の仲間と共に受けることができたことが､
一番の喜びであります｣と感謝の思いを述べ
られました｡

施設長として28年間､認知症の高齢者やその家族と向き合って､常に弱者の立場
に立った姿勢で老人福祉に取り組んで来た｡
高齢者二十人の小さな単位で､スタッフ一人が常時見守る(コンタクトパーソン)
の導入を試み､少人数でのケアをしていくことで､一人一人の言動を細かく見られ
るような体制を整えてきた｡
｢認知症の人が地域の中にとけ込んで､ (安寧の生活)を遅れるように､住民同士が

助け合える｢地域づくり｣の実現に向けて､地域福祉活動にも力を注いでくるなど､
｢認知症ケアの体制整備･地域づくリへの取込み｣等の公衆の利益につくした功績

として､褒章を受けられることになりました｡
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平成22年度
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四日市福祉専門学校

il'!{･
校

長

田川紀代
今年度､ 40名のフレッシュな学

生が､厳しい入学試験に挑戦し､晴
れて入学して参りました｡2年間と
いう長い期間､介護福祉士を目指
して､介護の専門性について､学
習に励んでもらうことになります｡

本校の教育プログラムの特色
は､福祉現場において､働きなが
ら学ぶこともできるプログラムに
なっています｡

働くこと､学ぶことの2つのこと
を手に入れた学生たちも含め､是
非とも､あたたかい介護の担い手
となる介護福祉士を目指してくだ串
乱､o
璃鼻

入学式
一.開式の辞

一.校歌斉唱

‑.入学生紹介
一.学校長式辞
一.理事長祝辞
一.来賓祝辞

す甑義壷尋ゐ1〕
青葉療法

一.法人本部経営委員紹介
一.入学生誓詞

入学生代表

日本音楽療法士学会認定の音楽療法士(捕)が講師です｡単な

一.教職員紹介

る音楽ではなく､音楽を使ったコミュニケーションも学べます｡

‑.みんなでつくろう

アニマル･セラピー

ノーマリゼ‑ション

アメリカで資格取得された先生による日本でも数少ない

一.閉式の辞

一.来賓退場

｢アニマル･セラピー｣について学習できます｡

一.入学生記念撮影

取得資格･介護福祉士(卒業時に国家試験受験資格を取得)
･専門士(教育社会福祉専門課程)
己･普通救命講習(四日市市消防署認定)

新木

千旦.I丁議員募集

:rvtLi偲い

芸詣説く脚
iL巨等の近くで働きたい!

‑A‑=護銅訪悪霊師 ケアマネ‑ジャー
■必要な資格等看都市
:∴､∴

‑.

常勤のみ
:‑‑

川'11

■必要な資格等介護支援専門員･普通自動車免許

基本給1 58,400円〜201 ,70㊤円
rH群当12,000｡
i5桔手当

【待

告勤手当5,00◎円

3,00◎円

遇】賞与年3回､昇給年1回､社会保険完備､通 【X胡】6月1.9ケ月位､12月2.5ケ月位､3月は
勤手当全額支給･ 4週7休､退職金制度有有
年度経営実績を勘案して支給
給休暇､夏期休暇､年末年始･特別休暇有
★福利厚生､待遇は安心です

青山里会法人部

採用係まで℡059･328･21 77

島町･寺方町･小杉町･亀山
市羽等町)があります｡

[衰児所はあるの?
○小山田福相群にあはす｡

[空んな職場があるの?

○聖霊詰芝慧浩警
卜型特集､宅人保健施毅
○

それぞれ､日勤(夜勤なし)
やパートでもOKの職場も
あります｡あなたにぴった
りな現場が見つかります｡

