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2013 年 4 月
八潮かえで保育園を
八潮かえで保育園を開設しました!!
開設しました!!

すこやか福祉会として２番目の保育園が、八潮駅前に４月
からオープンしました。
一人ひとりその子らしく、子ども達の全面発達と働くお母
さんの立場を大切に、地域の子育て中の保護者も応援する地
域に根ざした保育園です。
駅前ということもあり、初年度から０から３歳までは定員

お日様でどのくらいの

いっぱいの６5 名でスタートします。延長保育の利用も多い

電気が作れるのかな

です。
建物は、11 月からの工事で、ぎりぎりまでの工事になりま
したが、幼児が 2 階、乳児が 1 階の施設です。２年前の震災
を経験して丈夫で子ども達に「優しい環境づくり」に力を入
れた施設です。皆様からも寄付をいただき、屋根の上には太
陽パネルが付き(当面３キロワット)玄関のモニターで毎日の
発電量がわかります。床暖も使いそれなりに電気も使うので
売電には至りませんが、子どもたちもたまに興味を持ってみ
ています。園庭(砂場と築山ができる予定)もありますが、まだ
まだ工事中のこともあり、毎日近隣を散策したり、公園を見
つけに行って、草花を摘んで来たり、クラスごとにお散歩を
楽しんでいます。慣らし保育も終わり、ようやく子どもたち

開設祝賀会

の笑顔が見られるようになりました。
６月から一時保育が開始されますが、今から利用希望者の
問い合わせが可能です。
【一時保育：ＡＭ.8:30－PM.16:30
1 時間 400 円事前に登録が必要。
（市内在住者）
】
お問い合わせ連絡先
お問い合わせ連絡先
住所：埼玉県八潮市大字大瀬 581581-3
TEL：
TEL：048048-994994-3007

総勢 150 名以上の方に
お越しいただきました。
ありがとうございました。
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地域の要求にいっそう応えた地域づくり・事業展開と経営基盤の強化を進めるために
＜社会福祉法人すこやか福祉会 ２０１３年度事業活動方針抜粋＞
地域の要求にいっそう応えた地域づくり・事業展開を
進めるために
１．私たちの事業の成否がかかる人材の確保と養成
○ 後継者養成 新たな世代・人材にバトンを渡す取り組
み
・新たな矛盾が生じる内閣府が進めるキャリア段位
制度と法人としての養成方針の課題
・民医連らしいキャリアパスの構築とキャリア段位
制度への対応
・幹部養成（介護職・保育士など自覚的な集団運営
をめざして）
・経験が少ないまま管理を担わなければならない実
態の改善と管理者養成
○ 離職を生まない定着対策（やりがい、教育研修、職場
環境づくり、仲間づくり）
・綱領を実践する職員の養成と職場づくり
・全日本民医連教育活動指針・キャリアパス作成指
針（案）の学習と実践
・教育研修制度の充実、介護職・保育士の処遇改善
と人員体制の確立・質の向上
・定着を促進し離職を生み出さない対策
○ 職員採用と常勤登用
・新卒対策、中途採用方針の確定と非常勤職員の常
勤登用への対応
２．法人の民主的運営と法人機能・事業部機能の整
備と法令遵守
○ 法人運営上のコンプライアンス整備・本部機能の整
備、日常的な整備による監査対策
・法人組織機構の整備 理事会・評議員会の運営、
理事長室会議・本部会議の定例開催
・各事業部の管理機構の確立、すまい事業部・看護
統括部の立ち上げ
・法令遵守の取り組み 日常的な自己・相互点検、
実地指導での指摘事項の再発防止

○ 保育事業部のマネジメント機能の確立
・管理決裁ラインの確認と管理会議開催の定着

３．新たな地域・求められる地域での介護・保育・
福祉事業の展開と整備
○ さらなる認可保育園開設の追求と八潮かえで保育
園の安定的運営
・中長期的計画の中で都内近県での新規保育園開
設をめざす
・八潮かえで保育園開設初年度の運営安定化への
取り組み
○ 高齢者等の新しいすまいづくりへの挑戦
・
「すまい事業部」設置と住宅事業の統一管理、配
食事業の検討
○ 新たな地域密着型サービス事業の検討と事業転換
の可能性の追求
・医療対応・重介護のニーズへの対応 訪問看護
との連携で、複合型サービスの追求
・求められる認知症ケアの充実を医療連携の中で
定員枠いっぱいの小規模多機能サービスのサテ
ライト事業所
・小規模多機能サービスを他の行政区・地域での
検討
・24 時間対応の定期巡回随時訪問介護看護の追求
求められる介護事業の追求、既設の事業から転
換の可能性の追求
○ 中・長期視点を持った事業計画策定の取り組み
2015 年・2025 年を見据えた中・長期計画
・やすらぎの郷居住環境改善の検討：ユニット型
への転換等の検討
・地域包括ケアの積極的側面（住みなれた地域で
の展開）を活用した展開への対応
・老朽化した施設の修繕・改築・移転計画の検討
自立支援相談支援事業の取り組みの検討
・協議会としての一体的連携による事業展開
・障がい者の活躍する場の確保（障がい者雇用の
一層の受け入れ）
・賃金・労働条件の整備（協議会統一基準への着
手と介護・保育の同一基準化）
・
「すこやか福祉会を支援する会」のさらなる組織
化と会員拡大、主催事業の検討
・友の会との協力協同した活動の検討

第 25 号

住みなれたまちで

２０１３年５月２０日

４．私たち自らが主体となって、社会保障解体への動
きを阻止し、拡充にむけた運動を
○ 「社会保障・税一体改革」のねらいを阻止し、社会保障
の充実を
・介護・保育・福祉などの社会保障をめぐる情勢の学
習をすべての職員で
・具体的な事例に基づき、制度改悪の問題点や改善提
案をとりまとめる活動
・国と自治体に対して、
「提案型」の働きかけ
○ 深刻な待機児童問題など、この間行なわれてきている
「公的責任後退」阻止の運動を
・首都圏を中心に、働く母親が急増し、待機児童が増
大 → 待機ゼロの運動を
・認可保育所の増設にむけた自治体への働きかけを旺
盛に展開
○ よりよい介護・福祉を求める地域の運動の「架け橋」に
介護ウェーブの取り組み
・民医連や 21 老福連、地域の事業者や利用者・家族
などの協力・共同での運動
・私たち自らが主体となった運動を多くの職員の参加
で
○ 介護・保育・福祉要求を実現する場としての東京都議
選挙・参議院選挙の取り組み
・生活保護基準の引き下げや社会保障解体を許さない
ために、選挙での意思表示は重要
・東京都議選挙・参議院選挙で、安心して暮らせる社
会を実現させよう

５．経営基盤の強化・改善は喫緊の課題
○ 経常収支差額で1億円（収益比3.3％）の確保をめざす
○ 全事業所で収入目標・稼動目標の設定
・施設系事業所：ベッド稼働率・居室稼働率のコント
ロールとシステム化
・在宅系事業所：内部・外部ケアマネへとの連携と開
拓による利用者増
・保育事業部 ：利用児童数の確保と新設保育園の安
定稼動
○ 利用者満足度の向上と質の確保
・利用者満足度調査とその分析による対策の具体化
・クレームの状況把握と対処：長期的に満足できるサ
ービスを提供できているか検証
・接遇改善：管理者不在時の対応、電話対応、利用者
対応
○ 連携から活路 医療と福祉の連携は私たちの強み
・地域に眼を向けた日常的な取り組み：地域住民・地
域団体・対応する自治体
・地区協議会、居宅介護支援、医療機関等との日常的
な連携

経営基盤の強化・改善は喫緊の課題
1．予算編制にあたっての２０１３年度重点課題
① 人件費率 72％（2012 年度 75.0％）をめざす：人件
.
費＋引当金（国庫補助金取崩額除く比率）
・それぞれの事業部・事業所で▲3.0％の人件費率
削減目標
・時差出勤等による効率的な人員配置と時間外労
働削減、36 協定遵守・見直し
・短時間勤務正職員・パートタイム非常勤
② 経常収支差額で 1 億円（収益比 3.3％）の確保をめ
ざす
・30 億円の事業収入（国庫補助金取崩額除く）で
＋100,000 千円の経常収支差額
③ 全事業所で収入目標・稼動目標の設定
・施設系事業所：ベッド稼働率・居室稼働率のコ
ントロールとシステム化
・在宅系事業所：内部・外部ケアマネへとの連携
と開拓による利用者増
・保育事業部 ：利用児童数の確保と新設保育園の
安定稼動
④ 利用者満足度の向上と質の確保
・利用者満足度調査とその分析による対策の具体
化
・クレームの状況把握と対処：長期的に満足できる
サービスを提供できているか検証
・接遇改善 ：管理者不在時の対応、電話対応、利
用者対応
④ 連携から活路
・地域に眼を向けた日常的な取り組み：地域住民・
地域団体・対応する自治体
・医療と福祉の連携は私たちの強み：地区協議会、
居宅介護支援、医療機関、訪問看護 etc
・日常的な連携ができているかは私たちの試金石
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事業運営には『理念』が重要 『理念』とは、社会における
私たちの存在意義
○ どんなに小さな事業所であっても、利用者と関わる限
り、社会との関係性が生じます
・事業運営にあたっては、事業の存続のための重要
な局面が頻繁に訪れる
そのときの判断の支えとなるものが『理念』
たとえ、一時的に困難な局面に陥っても、常に自
らの『理念』に従い判断をしていれば社会貢献に
対する評価や理解につながる
『理念』に拠らず、一時的な視点での判断は地域
からの信頼を得られないことも
少人数の事業所では、個人の考えが強くなりやす
い個人の判断の積み重ねによる問題 責任を回避
した自己保身の判断
問題が発生したときや判断が必要なときは『理念』
に立ち返ることが重要

葛飾やすらぎの郷
チャリティーバザー

毎年恒例の【葛飾やすらぎの郷チャリテ
ィーバザー】を開催致します。
日時：2013 年 5 月 26 日（日）
11 時開始（14 時まで）
衣類・食器・雑貨などの販売に加え、
手作りパン・焼きそば・豚汁・焼き鳥など
メニューも盛りだくさん!!
もちろん、介護相談・入所相談も受け付
けております。
皆様のお越しをお待ちしております。
※当日は室内履きをお持ち下さい。

２０１３年５月２０日

2011年2月にファミリーケア八潮から現在のフ
ァミリーケアみたてに異動してきました。
それまで勤めていた八潮は駅前のロータリーに野
菜の無人販売所が設置されていたり、至るところに
畑や田んぼがあったりという、のどかな地域だった
のですが一転、高層ビルが立ち並ぶ大都会に移って
きました。みたての最寄り駅である品川駅に降り立
った時は、この超オフィス街に訪問介護の需要なん
てあるのかと思ったものです。
しかし駅から歩くこと15分、運河に架かる橋を渡
ると、そこは都営住宅やタワーマンションが林立す
る都会の住宅街でした。
ファミリーケアみたてはオ
フィス街と住宅街を分ける運
河沿いにあります。事務所前
を流れる運河には隣の大学の
ボート部の練習船や、桜の時
期には花見のための屋形船な
どが運航しており、八潮とはまた違ったのどかな風
景が見られます。
また、みたてがある港南地域は埋立地で、住宅街
としての開発も最近のため、道は広くきれいに整備
されており、坂道もなければ車の交通量も少なく、
自転車で周るには最適な環境です。海が近く高層ビ
ルやマンションが多いので、風の被害が強いことだ
けが難点でしょうか。私もここに来てから傘を3本
壊しました。
ファミリーケアみたては常勤非常勤に関わらず、
スタッフの仕事意識が高くチームケアとして協力体
制ができているので、それにはもうずっと助けられ
ています。
私自身、大雑把な性格なので、不得意な部分は他
の職員に補ってもらいながら日々の業務を行ってい
ます。駄目なところを容赦なく注意してくれる同僚
の存在も大きいですね。
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寄付の御礼

２０１３年５月２０日

社会福祉法人 すこやか福祉会

常日頃から当法人の社会福祉事業にご協力・ご支援に感謝
申し上げます。この間、貴重なご寄付を多くの方々からいた
だきました。心からお礼申し上げます。

● すこやか福祉会 平成 24 年度寄付金収入総額

4,837,564 円
施設の充実に役立つよう、大切に活用させていただきます。
高齢になっても、障がいがあっても、安心して住みなれた地
域に住み続けることが可能になるよう、また「いつでもどこ
でも誰でも安心してサービスが受けられること」ができる介
護保障の実現のために、役職員一同、これからも奮闘してい
く所存です。
どうぞ今後とも、今までと変わりないご支援・ご協力を重
ねてお願い申し上げ、お礼にかえさせていただきます。

すこやか福祉会を支援する会のホームページが開設
しました。最新のイベント情報など随時更新していきま
すので、是非ご覧下さい。
http://sukoyaka-shien.jp/

すこやか福祉会を支援する会

検索

①「やすらぎの郷チャリティバザー」
②「柴又花火観覧のつどい」
③「若葉コンサート」などの主催事業と
すこやか福祉会や東都保健医療福祉協議会の各
種行事に参加して、法人を支援しています。

年会費「
年会費「1,000 円」

「枯れ木に花を咲かせましょ～
かせましょ～…」
昔話で
昔話で 皆さんも耳
さんも 耳
にしたことがありますよ
ね ！ まさにそんな感
まさにそんな 感じ
がしませんか？
がしませんか ？ 今年
は東京にも
東京にも積雪
にも積雪が
積雪が多
く 、 春 を 遠 く 感 じる毎
じる 毎
日 でした。
でした 。 桜 の 開花
も遅そう…
そう…ならば私
ならば私た
ちで咲かせましょ
～！！！ 木を描き、花
をていねいに愛情
をていねいに 愛情こ
愛情 こ
めて咲
めて咲かせていきまし
た。
咲かせた桜
かせた桜は、玄関口の
玄関口の壁に飾り、行き帰りと皆
りと皆さん
に春を感じていただいておりましたが…
じていただいておりましたが…
結局…
結局…なんか
なんか今年は
今年は異常気象で
異常気象で、遅いどころか通
いどころか通
常よりかなり早
よりかなり早い開花宣言がありました
開花宣言がありました…
がありました…近くの水元
くの水元
公園に
公園に本物のサクラを
本物のサクラを見
のサクラを見に行かなくちゃ！！！
かなくちゃ！！！
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グループホーム部長
寺田さん

すこやか福祉の介護現場で 12 年間働き、2013 年 4
月から本部所属になった寺田 慎さんにお話を伺いまし
た。
Ｑ、ご自身の経歴と自己紹介（特徴）をお願いします。
Ａ、そもそも内定したのは株式会社ファミリーケアでし
た。千寿の郷で研修していた時に、オープン間近の
やすらぎの郷で施設長になる竹森さんと出会い、竹
森さんの「こういうことをやりたい」というやすら
ぎの郷の構想のお話を聞くうちに、やすらぎの郷で
働きたいと思うようになりました。そこで自ら志願
し、やすらぎの郷で働くことになりました。つまり、
2001 年のやすらぎの郷のオープンメンバーです。
その後、葛飾やすらぎの郷→グループホーム【以下
ＧＨ】ＧＨかねがふち→GH みたて、3 ヶ所ともオ
ープンに関わりました。正直、もともと介護職を希
望したのは何となくで「介護を一生懸命やろう」と
いうわけではなかったです。けれど、
「どうせやるな
ら頑張ろう」と。性格的に、貪欲なところはあるか
もしれないですね（笑）
。
」
Ｑ、介護職はいつ頃から目指したのですか？
Ｑ、介護職はいつ頃から目指したのですか？
Ａ、高校 3 年生の 1 月。志望していた看護学校の試験
に落ちたことと、実姉から「介護職、向いているん
じゃない？」と勧められたことがきっかけです。ま
た、介護の世界にすぐに慣れることができたのは、
幼い頃から祖父母と同居していたからだと思いま
す。
Ｑ、すこやか福祉会で印象に残っていることは？
Ｑ、すこやか福祉会で印象に残っていることは？
Ａ、入職前にあった、やすらぎの郷オープン前の「全体
会議」が一番印象に残っています。そこでは、実際
に介護を行う場面を想定して
「なぜそうするのか？」
自分で考えたり、他の人の意見を聞いて新しい考え
方を知ったりしました。自分の意見を強気で言って
いたので、今から思えば入職前から生意気だったの
かもしれない（笑）。
Ｑ、やすらぎと
Ｑ、やすらぎとグループホーム
やすらぎとグループホームと、どちらが合っていま
グループホームと、どちらが合っていま
すか？
Ａ、どちらも合っているかな。やすらぎでは、人員体制
的に常勤ばかりだから指導も手厚くて、とにかく介
護の技術を習得できました。介護のことに集中して
いれば良かった感じはあります。事故や緊急時への
対応などGH ではあまり多く経験できないことも勉

強できました。GH では買い物や掃除など「生
活するには何が必要か」という“生活”を中心
に考えてきました。また、スタッフの人数が少
ないという環境にも苦労しました。
Ｑ、どんな状況でも、自分で考え行動する寺田さん。
すこやか福祉会で大変だったことは？
Ａ、グループホームで経験した、「長」としての決
断です。例えば、利用者さんの看取りの際、ユ
ニット長やホーム長として、自分である程度決
断をしないと物事が前に進まない。そんな時
は、精神的に一番大変でした。しかしまた、や
りがいもありました。
Ｑ、特養やデイサービスなど他のサービスと比べて
グループホームの“売り”は何ですか
グループホームの“売り”は何ですか？
の“売り”は何ですか？
Ａ、一つ一つの支援・介護を、すごく深められる場
なのかな。「どうしたらこの行為ができるよう
になるか」というのを考える良い場なんだと思
う。他の施設を経験してからグループホームで
働くと、その良さに一層気付けると思う。グル
ープホームでは、認知症支援の専門職として、
すごく成長できますね。
Ｑ、今年から現場を離れることになりますが、現場
Ｑ、今年から現場を離れることになりますが、現場
にいる時と同じように大切にしたいことはあ
りますか？
Ａ、やっていることの全てが、利用者さんや職員の
ためだ、ということ。今後、経営改善する力も
必要とされますが、1 人の利用者のためにがん
ばるという姿勢は、忘れないでいたい。
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Ｑ、プライベートのお話も聞かせてください。
Ａ、パパしています。子どもが 3 人います。今年、
一番上が年長、真ん中が年少、一番下は昨年夏
に生まれたばかりです。僕、家でご飯も作るし
掃除もしますよ。これからは、子どもと本気で
キャッチボールをしたい。
Ｑ、新卒職員を含め、特に介護の現場の方々に向け
てひとことお願いします。
Ａ、色々な事を楽しんで欲しいかな。楽しんだ上で、
「何で楽しむのか」「その楽しみを何に生かす
のか」というのを、忘れないで欲しいなぁって
思います。引き出しの多さが介護職の武器にな
りますから。
～ インタビューを終えて ～
寺田さんの介護や福祉に対する思いを、たっぷり伺
うことができました。寺田さんは、介護のことなら
何時間でも語れる方です。介護職の確かな経験が垣
間見えた気がします。どうもありがとうございまし
た！
インタビュアー 瀧澤 優子

開催
決定

昨年に引き続き、今年度も秋に「第 2 回アトリ
エ大賞」が開催されることが決まりました。
今回は「すこやか福祉会を支援する会」が主
催で行われ、受賞者には豪華景品を用意させて
いただいております。詳細は次号でお知らせ致
します。
じわじわと作品を温めておいて下さいね!!

２０１３年５月２０日

介 護 職 員
本間 史織 ＜ ほんま しおり ＞
東洋大学 卒
特別養護老人ホーム 葛飾やすらぎの郷 配属
大学４年間では、高齢者介護を
中心とした福祉について学んでき
ました。利用者のみなさんが、そ
の人らしく生活できるように声を
聞き、思いを感じながらよりそっ
ていきたいと思っています。どん
なことも元気に楽しみながら頑張
っていきたいと思います。
横尾 宏樹 ＜ よこお ひろき ＞
道灌山学園保育福祉専門学校 卒
特別養護老人ホーム 葛飾やすらぎの郷 配属
22 歳の横尾です。この度、
特別養護老人ホームへ採用が決
まりました。今は期待しかあり
ません。当然不安におそわれる
こともあるでしょうが、同期、
優しい先輩方と楽しく（もちろ
ん真剣に）仕事ができればいい
です。頑張るぞー、おー！！
外舘 和也 ＜ とだて かずや ＞
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
４月から葛飾やすらぎの郷
に配属される外舘（とだて）と
申します。
3 月に学校を卒業し、
葛飾やすらぎの郷が初めての
現場となります。
知識や経験など、まだまだ至
らない所ばかりですが、日々努
力していこうと思います。よろ
しくお願いします。
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髙田 剣 ＜ たかた つるぎ ＞
読売理工医療福祉専門学校 卒
ファミリーケア芝 配属
専門学校を卒業し、初めて
の社会人経験をするのです
が、正直、まだまだ不安だら
けで、こんな自分がやってい
けるのか様々なことを教わ
ったりして、自分の力をのば
し、その疑問を解消できるよ
うに頑張りたいです。
濱内 崇臣 ＜ はまうち たかおみ ＞
千住介護福祉専門学校 卒
小規模多機能サービス 馬渡さん家 配属
目標に向ってコツコツと
進んで行くことを心がけて
います。人見知りで暗いイメ
ージがとても強いですが、全
然暗くもないので、色々な話
をしたいと思います。一つの
ことに集中してしまい周り
が見えなくなることがあるので注意しています。
よろしくお願いします。
小池 亜希子 ＜ こいけ あきこ ＞
埼玉福祉専門学校 卒
ケアステーションみさと 配属
私は、利用者の方や職員さ
んと適度な関係を築き、気に
なったことなど積極的に聞
くなどして頑張っていきた
いと思います。仕事をしてい
く中で自分にとってのやり
がいを見つけていつも心穏
やかに利用者の方と関わっていきたいと思いま
す。
嶋根 佑太 ＜ しまね ゆうた ＞
駒澤大学 卒
グループホーム千住大川 配属
在籍していた学部が介護
とは違った分野だったので、
専門学校で勉強しながら働
くことになりました。1日で
も早く一人前になれるよう、
学校でも施設でも色々なこ
とを吸収し、頑張っていきた
いと思います。

２０１３年５月２０日

平野 絵里香 ＜ ひらの えりか ＞
東京都立浅草高等学校 卒
認知症デイサービスよりみち 配属
今回の第 2 回の内定者のつ
どいに参加して、前回よりもさ
らに先輩方のアドバイスなど
を聞けて良い勉強になりまし
た。そして先輩方が優しくて温
かい人達だったことを知れ、こ
れからわからないことなどを
そのままにせず職場から帰る前にかいけつでき
たらいいです。介護は競争ではないことを知った
ので、あせらずゆっくりと介護職を学んでいきた
いです。
加賀 千春 ＜ かが ちはる ＞
東京都立足立西高等学校 卒
小規模多機能サービスよりみちの家 配属
この度、小規模多機能サービ
スよりみちの家に配属されま
した。加賀千春です。介護の世
界はかけ出したばかりで、右も
左も分からない状態です。私は
幼い頃から、この世界に入る事
を夢みてきました。私の力で一
人でも多くの人を笑顔にしたい、そう思っていま
す。4 月から、どうなるかはわかりませんが、持
ちまえの明るさと健気さで頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。
橋場 彩香 ＜ はしば あやか ＞
東京都立葛飾商業高等学校 卒
グループホーム青戸 配属
橋場彩香です。中学生の頃
から福祉に関わる仕事がし
たくて、ホームヘルパー2 級
を取得しました。実習を通し
て、想像していた以上に大変
な仕事だと実感しました。で
すが利用者様から「ありがと
う」と言っていただき、とてもやりがいを感じ、
もっと頑張ろうとやる気が出ました。ホームヘル
パー2 級だけではなく、もっと深く、たくさんの
ことを学んで誰からも信頼されるような介護福
祉士になりたいです。よろしくお願いします。
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坂本 皓 ＜ さかもと あきら ＞
千住介護福祉専門学校 卒
老人保健施設 千寿の郷 配属
将来ケアマネージャーになる
ことを目指しています。老健や
特養、訪問介護を経験したいと
考えています。好きなことは、
仲間と楽しむことや PC ゲーム
などです。中学～高校まで卓球
をしていて多少自信がありま
す。これから先よりよい介護を目標として働いて
いきたいと思います。よろしくお願いします。
千葉 紘子 ＜ ちば ひろこ ＞
東京医療秘書福祉専門学校 卒
老人保健施設 千寿の郷 配属
3 月中旬頃より、現在在住の埼
玉県から東京都台東区に住みま
す。専門では多くの知識・技術等
を学びましたが、まだまだ不安で
す。しかし、自分の特性の明るさ
を生かして今後職場で働いていけ
るよう頑張ります。よろしくお願
い致します。
會田 春菜 ＜ あいだ はるな ＞
東京都立本所高等学校 卒
老人保健施設 千寿の郷 配属
私はまだまだ介護について知り
ませんが、多くの介護を必要とす
る人の支えや力になれたらいいな
と思っています。それでいつかは、
私がお世話になった祖父母、父、
母、周りの人を助けられたらいい
なと思います。自己紹介は特にア
ピールするところはありません。人見知りが激し
いですが、頑張ります！
中井 萌日 ＜ なかい もえか ＞
青山学院女子短期大学 卒
老人保健施設 千寿の郷 配属
大学では家政学科で、調理な
どの勉強をしていました。学生
ではなく、社会人になるという
自覚を持って、4 月を迎えられ
たら良いと思っています。専門
学校での勉強も千寿の郷でのお

２０１３年５月２０日

仕事も精一杯頑張りますので、これからよろしく
お願い致します。
大木 琴未 ＜ おおき ことみ ＞
八王子北高校 卒
柳原リハビリテーション病院 配属
４月から、専門学校に通いな
がら働かせていただきます。介
護についての知識はあまりあ
りませんが、これから少しずつ
学んでいければと思います。そ
して、対人職業なので笑顔を忘
れずに楽しんでいきたいと思
います。
塚本 結子 ＜ つかもと ゆうこ ＞
目白大学 卒
柳原リハビリテーション病院 配属
初めまして。４月から柳原リ
ハビリテーション病院で働か
せていただく塚本です。大学で
は介護福祉について学んでき
ました。病院での勤務となり、
新しく勉強していく事も多く
不安な気持ちもありますが、い
つも笑顔を忘れずに頑張っていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。
滑川 志穂理 ＜ なめかわ しほり ＞
足立高等学校 卒
柳原リハビリテーション病院 配属
私は小さい頃から母がやっ
ている介護職にあこがれてい
ました。祖父、祖母と暮らして
おり、お年寄りの方が大好きで
す。私は元気で明るく声もよく
通ります。元気すぎてそこがダ
メな所もありますが、毎日元気
に頑張りたいと思います。周り
から信頼されるヘルパーさんになりたいと思い
ます。
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田中 大介 ＜ たなか だいすけ ＞
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
田中大介と申します。名前の漢字
と読み方は全く簡単で単純です。3
月 19 日にグループの千住介護福
祉専門学校を卒業しました。至らぬ
点が多々あると思いますが、ご指
導・ご鞭撻の程よろしくお願い致し
ます。
俵 加奈 ＜ たわら かな ＞
東京都立日本橋高等学校 卒
特別養護老人ホーム 葛飾やすらぎの郷 配属
4月から専門学校に通いながら
働かせていただきます。分からぬこ
とばかりで迷惑をかけてしまうと
思いますが、これからよろしくお願
いします。人見知りで無愛想かもし
れませんが、早く職場の皆さんと仲
良くなりたいと思っていますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
青木 暁子 ＜ あおき あきこ ＞
千住介護福祉専門学校 卒
ファミリーケア北千住 配属
この春、千住介護福祉専門学校
を卒業し介護職としてスタート
を切ることになりました青木暁
子と申します。人間を大切にす
る、すこやか福祉会の一員と
して、私自身の故郷でもあるこの
まちの福祉に関わることがで
きることがとても嬉しいです。未熟者ですが、どうぞ
よろしくお願いします！

２０１３年５月２０日

中谷 建登 ＜ なかたに けんと ＞
東京都立葛西南高等学校 卒
デイサービスセンターすこやか 配属
昨年の夏休み、ホームヘル
パー２級の研修時に利用者
の方々とふれあい、とても楽
しかった事を思いだします。
何も分からない事ばかりで
すが、これからは社会人とし
て先輩方に教えて頂きなが
ら成長していきたいと思います。よろしくお願い
します。
中島 あゆみ ＜ なかじま あゆみ ＞
日本社会事業大学 卒
ファミリーケア新小岩 配属
利用者の方が、自分らしく住
み慣れたまちで暮らし続けら
れるように、そのお手伝いがで
きたらと思っています。現場に
出たら色々なことがあると思
いますが、日々勉強、一生懸命
頑張りたいと思います。よろし
くお願いします。

保 育
古木 美奈 ＜ ふるき みな ＞
聖徳大学 卒
こばとの森保育園 配属
こばとの森保育園新任の古
木美奈です。
ベテランの先生が多い中、右
も左も分からない私がやって
いけるかとても不安がありま
した。しかし、分からなかった
らなんでも聞いて！！と、気に
かけて声をかけてくださる先
生が多く、聞くたび的確なアドバイスを頂けこん
な考え方もあるのか！！など新たな気付きもあ
り、何よりとても心強いです。子ども達もとても
可愛く、昨日出来なかったことが今日は出来てい
たりと、日々の成長に驚いています。私も子ども
達に負けないよう、沢山の事を吸収して成長して
行きたいです。
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渡邉 優希 ＜ わたなべ ゆうき ＞
立正大学 卒
こばとの森保育園 配属
この春からすこやか福祉会
こばとの森保育園にて、1 歳児
ひよこ組の担当になりました
渡邉優希です。今年度からこば
との森保育園には「わたなべ」
という苗字の先生方が私を含
め 4 人になり、私は下の名前
である「ゆうき」先生と呼ばれ
ています！少々混乱される方も多いと思いますが、
皆様よろしくお願いします。
4 月から職員として働かせていただき、一瞬一瞬
がかけがえのない経験と学びの連続です。学生時
代、様々な保育の現場での実習がありましたが、こ
ばとの森保育園は私が経験したどの現場より保育
園に携わる方々の気持ちが温かく、優しさに溢れて
いると感じます。このような恵まれた環境で保育士
として働くことができることに感謝しつつ、子ども
たちの成長発達をゆったり見守り、共に喜び、自ら
の糧とする保育士を目指していきたいと思います。
平 竜輝 ＜ たいら りゅうき ＞
東京ＹＭＣＡ社会体育保育専門学校卒
東京ＹＭＣＡ社会体育保育専門学校卒
八潮かえで保育園 配属
平 竜輝です。竜輝という自
分の名前を気に入っています。
趣味はバスケットボールで中
学校から高校までの六年間、バ
スケットボールに打ち込んで
いました。他にはスノーボード
が大好きで自分のボードを持
っているくらいです。
熱帯魚飼育も趣味の一つで自分の部屋には水槽
を４本もおいてあり、それぞれの水槽内には熱帯魚
が泳いでいます。自分の部屋がアクアリウムの空間
なので癒されます。週末には水槽の掃除をすること
が日課となっています。自分が作り上げた空間で集
めた漫画をゆっくり読むことでリラックスしてい
ます。好きな食べ物は甘いもの全般大好きで、洋菓
子、和菓子どちらも大好きです。

２０１３年５月２０日

渡辺 雄 ＜ わたなべ ゆう ＞
帝京平成大学 卒
八潮かえで保育園 配属
今年から八潮かえで保育
園で働くことになった渡辺
雄です。幼児のほしグルー
プを担当しています。毎日
いろいろな人に助けてもら
いながら、楽しく働いてい
ます。
趣味は、レゲエ、ジャパニ
ーズレゲエを聞くことと、買い物をすることで
す。
今後の豊富は、まだまだ、経験も浅く、周り
の方々に助けてもらってばかりで、迷惑をかけ
てしまうことも多いと思いますが、一生懸命取
り組み、子どもたちと本気で向き合い、楽しみ
ながら、頑張っていきたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。
先輩方にたくさん相談に乗ってもらいたいと
思っていますので、その時もよろしくお願いし
ます。

事 務
安部 和希 ＜ あべ かずき ＞
十文字学園女子大 卒
新宿在宅サービスセンター
新宿在宅サービスセンター 配属
事務職として勤務させて
いただくことになりました
安部和希（あべかずき）と
申します。これから毎日、
笑顔で一生懸命仕事をして
いきたいと思っています。
そして私がいると仕事が
やりやすいと言ってもら
えたり、利用者さんの皆さんから笑顔を見ると
元気になれると言っていただけるぐらいな存在
まで成長していきたいなと思っています。どう
ぞよろしくお願いします。
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葛飾やすらぎの郷
「やっぱり恥
やっぱり恥ずかしいから
かしいから」
から」
-皆さんこんにちは。
今回は葛飾やすらぎの
郷の入居者の N さんに
ついてご紹介させて頂
きます。
葛飾やすらぎの郷で
は、バザーや花火大会、
若葉コンサートなど月
ごとにイベント行事を行っております。N さんはその行
事によく奥様と参加されております。
入所されてからも穏やかで、話しかけると笑顔を返し
ていただける N さん、特に N さんは若い頃よりダンス
や歌が好きで社交ダンスを習っており、ダンス教室の方
がたと一緒に踊っていたそうです。社交ダンスが上手で
他の奥様達からも指導をお願いされるほどだったそう
です。それでも、奥さんの前では見せてくれなかったら
しく、歌のほうも近所の方に、
「何でテープに取ってお
かなかったんだ」といわれるくらい上手かったそうで
す。北島三郎の『山』という曲が好きで、近所の方の前
では良く歌われていたそうです。
ただ、奥さん曰く「他の人を楽
しませるのが好きな人だったんで
すけど、私の前ではぜんぜん歌っ
てくれなくて。
」とのこと。ご本人に確認してみると「ダ
ンスは好きで社交ダンスもしていました。歌は好きだけ
ど、北島三郎だったかな？題名だけじゃ分からんね。
」
と照れながら話してくださり、
「奥様とは歌わないので
すか」と尋ねると、小さい声で「やっぱり恥ずかしく
て･･･」とさらに照れながら話してくださいました。
今年も 4 月には若葉コンサートが有り多くの入居者
様が参加していただけると思います。その際には入居者
様たちの歌も聞かれると思います。今年も良い声で N
さんも歌われることを期待すると共に、私自身も N さ
んの社交ダンスを見る機会があればと楽しみに思って
います。
葛飾やすらぎの郷
二宮 靖明

２０１３年５月２０日

今回は漢字の画数当てクイズです。
「八潮かえで保育園」の開設にちなんで「かえで」とい
う漢字をお題にしました。○で囲った部分は何画目でし
ょうか？

楓

① 7 画目
② 8 画目
③ 9 画目

【クイズ応募のきまり】
◆ ハガキまたは FAX で
≪氏名・住所・広報誌の感想
広報誌の感想を明記≫
広報誌の感想
◆ 商品：抽選でクオ・カードを贈呈
◆ 締切：2013 年 6 月 30 日（必着）
◆ 答え・当選者発表：次号紙面にて
〒120120-0023 足立区千住曙町 4-16
「すこやか福祉会 事務局 クイズ係り」
FAX：
FAX：0303-58135813-9252

【前回の答え】
ロバ
原様おめでとうご
ざいます！

アイス「ガリガリ君」シリーズのコーンポタージュ味、
私は今回の原稿を提出した日に買いました。昨年 9 月に
発売されたものの品薄になり販売中止となった、あの商
品です。
販売しているのは「赤城乳業株式会社」
。創業は 1931
年、80 年以上つづく老舗です。驚くことに、コーンポタ
ージュ味を生み出したのは若手の社員が中心だったと
か。どんな商品やサービスでも、そこには生み出した人
がいるはずです。こちらの紙面で、すこやか福祉会の職
員の横顔を少しでもお伝えできていれば、幸いです。次
号は 7 月、お楽しみに！
さぁ、ガリガリ君のコーンポタージュ味、食べようと
思います。どんな味なのか……想像するだけでもワクワ
クします。
本部事務局〒120-0023 東京都足立区千住曙町４－１６
TEL 03-5813-9251

FAX 03-5813-9252

URL すこやか福祉会 http：//www.sukoyaka-fu.or.jp
URL ファミリーケア http：//www.family-care.co.jp

