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２０１１年５月１日

新緑が心地よい季節を迎えますが、被災地を思うと
例年のように晴々とした気持ちにはなりません・・。そこで
第 4 回目のレポートは、
フレッシュ！元気！！おもしろい！！
明るい要素が満載な益子所長を訪ねました。益子所長は江東区
にある通所介護事業所、デイサービスセンターなの花に今年の
3 月に就任したばかりのＮＥＷ所長です。
栗原 特養からデイサービスに異動してどうでしたか？
栗原 趣味や前職などを織り交ぜて、バラエティー豊かな自己
紹介をお願いします！

益子 松本伊代と同じ誕生日の夏至生まれ(６／21)・Ａ
型・ふたご座・30 代後半です。魁皇とペヨンジュ
ンと同世代！好物はひやむぎで、趣味は釣りと愛妻
とのショッピングです。前職は設計士でした。介護
職に就いて今年の４月で５年目を迎えますね。
栗原 設計士から介護職！きっかけは何ですか？

益子 親族を病気で亡くしたことがきっかけで、介護職に
興味を持ったときに、信頼しているケアワーカー
の幼馴染に相談したら「(介護職に)向いてるよ」
と言われ決意。心機一転、32 歳で専門学校へ入学
しました。そこでの学生時代にアルバイト先の特養
で愛妻との出会いもありましたね～

益子 （デイの方が）利用者さんの反応がシビアですね(笑)
エンターテイナーの要素も大きいですし。おもしろ
くなければ盛り上がらない。自分が担当したレクは
同僚の評価も気になるし、いい刺激になりますね。
同僚や利用者さんからも「あなたはデイの方がいい」
と言われました (笑)
栗原 利用者さんが言うならそうなんでしょうね（笑）
（自分の中で）デイサービスに合っていると感じる
素質はありますか？！
益子 う～ん・・
「笑わせること」ですかね～。せっかく
来ていただくからには、
「充実した時間」を感じて
もらいたいです。
「充実」に占める割合で「笑い」は
大きな要素です。自分自身も楽しみながら働きたい
と思っています。利用者さんと話すのはすごく楽し
いんです！

栗原 すこやか福祉会に入職した理由は何ですか？

益子 実習でやすらぎの郷に行ったことがきっかけです。
印象が最高でした！！外観や室内もキレイだし、職
員も制服を着ていなく、自由にのびのびとケアして
いる印象で「(利用者さんを)お世話しています」的
な雰囲気がなかったですね。また実習中も先輩方が
(実習生の)提案を受け入れてくれたり、教え方も丁
寧で「ここで働きたい！！」と熱望しました。その
後、就活を意識して(笑) ボランティアとして、同級
生で同期の岩井さんと何回も顔を出しました。

栗原 はじめての所長就任ですが、どんなデイサービス
センターなの花にしたいですか？
益子 「利用者さん自ら来たくて来るデイサービス」です！
具体的には色々プログラムを盛り込むより、一つ
ひとつのレクや行事の質を高めたいと思っています。
あとは「全職員が気持ちよい挨拶が出来ること」を
目指します！

インタビューを終えて
介護そのものに関する質問には、じっくり考えてから発

栗原 やすらぎの郷に惚れ込んだわけですね～！

言する益子所長。答えた後「オレ、まじめだな・・」と思
わず自分で呟く一面も(笑)次は何をするんだろう？！とワ

益子 無事就職が決まり、念願の特養のフロアで３年
2 ヶ月働きました。その後(同じ建物にある)新宿
在宅サービスセンターへ異動しました。

クワク待ってしまうような、楽しい空間や時間を演出する
ことにかけてはプロの益子所長です！是非一度見学してみ
て下さい♪

インタビュアー：栗原 つむぎ
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２０１１年度
２００８年度
すこやか福祉会

新卒入職職員紹介
渡辺 友恵 ＜わたなべ ともえ＞
岩手県立大学 卒
柳原リハビリテーション病院 配属
岩手からやってきました。
わからない事、不安もいっぱ
いですが、早く仕事に、生活
に慣れるように頑張りたいと
思います。笑顔を絶やさず仕
事をしていきたいです。よろ
しくお願いします！！

栗原 慧 ＜くりはら けい＞
読売理工医療福祉専門学校 卒
柳原リハビリテーション病院 配属
私は以前営業職をしていま
した。お客様のニーズにこた
えるという点は介護の仕事に
も活かせると思います。少し
でも早く慣れて仕事が出来る
ようにがんばりますので宜し
くお願いします。
大作 友里恵＜おおさく ゆりえ＞
文京学院大学 卒
老人保健施設 千寿の郷 配属
今まで実習や学校の授業で
も、
実際に現場に行って介護す
るという機会がとても少なか
ったので、
これから就職して働
くのがとても不安です。
覚えな
くてはいけないこと、
出来ない
事たくさんありますが自分な
りに努力してがんばっていき
たいです。協力し合い楽しく
過ごしていきたいと思ってますのでよろしくお願い
いたします。

２０１１年５月１日

阿佐見 真也 <あさみ しんや>
千住介護福祉専門学校 卒
老人保健施設 千寿の郷 配属
2 年間千住介護福祉専門学校で
学ばせて頂いた、人を大切にする
気持ちを忘れずに頑張りたいと
思います。私の目指す介護福祉士
像は利用者さんの立場になって
物事を考えられることです！！
よろしくお願い致します。

西間木 等 ＜にしまき ひとし＞
千住介護福祉専門学校 卒
老人保健施設 千寿の郷 配属
職業訓練制度を利用して専門
学校に入りました。現在 43 歳で
す。以前は外回りの営業をしてい
ました。老人保健施設ということ
で、不安なことだらけですが、利
用者様の尊厳を守り、利用者様が
望む生活を送ることが出来るように日々努力していき
たいと思います。

田中 和美 <たなか かずみ>
読売理工医療福祉専門学校 卒
老人保健施設 千寿の郷 配属
先輩職員の方々からご指導い
ただいたことを活かして少しで
も早く業務をこなせるようにな
りたいです。同時に一人でも多
くの利用者の方に、少しでも過
ごしやすい生活を送るお手伝い
が出来るようにもなりたいとも
思っています。慌てず、焦らず、
諦めず、頑張ります。

境 淳 ＜さかい じゅん>
千住介護福祉専門学校 卒
グループホーム青戸 配属
私は５０歳を過ぎ第３の人
生としてこの職業に入りまし
た。集団生活を育む中で、一人
の人間として利用者さん、多職
員さんと共に今後の人生を歩ん
で参りたいと考えています。す
こやか福祉会の理念を念頭に置
き、多くのことに挑んでいきたいと思います。
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保坂 貴徳 ＜ほさか たかのり＞
東洋大学 卒
特別養護老人ホーム 葛飾やすらぎの郷 配属

宮澤 久美子 <みやざわ くみこ>
千住介護福祉専門学校 卒
特別養護老人ホーム 葛飾やすらぎの郷 配属

不安なことや分からないことだ
らけですが、日々努力しながら成長
していきたいと思っています。日々
利用者の方と接していきながら、常
に色々なことに目を配り対応して
いけるような介護士になりたいと
思っています。入職してからは自分
のことで精一杯かもしれませんが、
いつか利用者の方や職員の方に頼りにされる存在に
なりたいです。よろしくお願いします。

とにかく元気なことが取り柄
です。利用者の方に一日でも早
く名前を覚えて頂けるよう頑張
りたいと思っています。学生時
代に学校で習ったことを忘れず
安心で安全な介助を目指してい
きたいと思っています。

足立 美幸 <あだち みゆき>
千住介護福祉専門学校 卒
グループホームアカシアの家 配属

永田 哲也 <ながた てつや>
六日市医療技術専門学校 卒
特別養護老人ホーム 葛飾やすらぎの郷 配属
島根県から来ました。前職は
デパートの地下で野菜を売って
おり、人と人とのつながりが介
護に関係があるのではないかと
考えこの仕事を希望しました。
頑張りますのでよろしくお願い
します。

鄭 允枝 ＜ちょん ゆんじ＞
千住介護福祉専門学校 卒
特別養護老人ホーム 葛飾やすらぎの郷 配属
初めまして！大学4 年間介
護の勉強をしてきました。高
齢者を世話することが好き。
人と接することが好きです。
明るく、人なつっこい性格で
す。スポーツも大好きで、現
在もバスケットボールをやっ
ています。働くことに楽しみ
や期待、利用者と関われる嬉
しさはありますが、その反面不安もたくさんあります。
先輩や同期に助けてもらいながら頑張っていきたいで
す！よろしくお願いします。

学校に入学させていただき、介護
の深さ、難しさ、楽しさを感じるこ
とができました。自分も含めて人が
自分らしく自分なりに最後まで生
きていくにはどうしたら良いかと
いうことを追求しながら頑張って
努力していきたいと思います。宜し
くお願いします。

<あさの まゆ>
千住介護福祉専門学校 卒
小規模多機能サービス よりみちの家 配属
浅野 まゆ

入職するにあたり不安はたく
さんありますが、一年目は失敗
を恐れず積極的に色々学んでい
きたいと思います。利用者の方
を笑顔にするのはもちろんのこ
と、私自身笑顔でいられるよう
な介護職を目指したいと思いま
す。
神田 大地 <かんだ だいち>

千住介護福祉専門学校 卒
かばらデイサービスセンター 配属
グループホームでアルバイト
をしていましたが、今回デイサ
ービスでの勤務ということで分
からないことがたくさんあると
思います。失敗も多くあると思
いますが、がんばって行きます
のでよろしくお願いします。
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プロの画家ではないんです！！
しかし、ご自宅には数十点いや数百点の作品が保
管されています。今日はその何点かをご紹介いたし
ます。直接の利用者様ではなく、利用者様のご主人
さんの作品なのですが…。
訪問介護を開始する際、ご自宅へ訪問してびっく
り！！部屋はおろか、浴室や息子さんのお部屋まで
これまで描き上げた作品がどっさりと置いてありま
した。
絵の話を始めるととてもうれしそうに、そして、
時間も忘れて熱心に話される姿を見ると「本当に絵
が好きなんだな～」と感じられます。
これまでにも新日本美術協会が開催する美術展に
何度も出展され、賞も受賞されております。
現在も描き続けていらっしゃり、亀有の絵画教室
へ通い、画材を購入しに上野まで行かれています。
ご主人の元気の元です。
ご夫婦とても仲が良く
お互い寄り添いながら
日々過ごされています。
私たちも絵に癒され、
ご夫婦の絆に癒されなが
ら、ご家族の日々の生活
を支援させていただきた
いと思います。
ファミリーケア水元公園
小澤 康敏
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年に数回行われているクラフト。皆さんが楽
しく参加して頂けるよう、いつも試行錯誤の連
続です。
今回はとても完成度の高かった作品をご紹介
します。
『わぁきれい！これは何で出来ているの？ど
うやって作るの？』『わたしにもできるか
な！？』見本を見ながら皆さん、一喜一憂。
石けんにペーパーとリボンで飾り付けした置
物です。沢山の絵柄からお好きなペーパー一枚
とリボンを選んで頂き、早速作業開始！皆さん
熱心に取り組んでいらっしゃいました。
『あー！穴開いちゃった！』
『上手くいかない
…手伝って！』少し歪んで貼り付けられたリボ
ンもご愛きょう。ラメ入りマニキュアで仕上げ
をし、世界で一つだけのきれいな石けんが完成
しました。
ご自分の為に作ってもよし、大切な方へのプ
レゼントにしてもよし。デイサービスのフロア
ー内は、ほのかに石けんの香りが漂っていまし
た。
デイサービスセンターかねがふち
熊木 恵子

