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割引入浴券で大助かり割引入浴券で大助かり
　私は、共済会の助成事業を活用し定期的にＨ温
泉の入浴券を 10 枚づつ購入しています。通常は
1枚 1,300 円ですが 800 円で購入でき、温泉好
きの妻と二人で度々利用するので大変助かってい
ます。昼前に出発し、昼食は回転寿司か中華、そ
してゆっくり湯に浸かり、岩盤浴にソフトクリー
ム、帰りはコンビニで 100 円コーヒー、これが
私たち夫婦の癒しのルーティンです。      （Ｋ.Ｍ）

ロールケーキ
作ってみた♥

自分で作った物は特に
美味しいですよねo(^▽^)o

職員互助会だより

・利用者様の将棋の相手 （相当強いですよ！）
　　月、水、金の午後2時間程度 （13:30頃～15:30頃）
・手芸の指導 （詳しくはお電話を）

『デイサービスでこんなボランティア探しています』

お茶会

…『結構なお手前で』

出前の里

…お寿司や丼など、お好きなメニューを注文

して召し上がって頂きました。色とりどりの

ご馳走に、思わず笑顔がこぼれます。

日本酒をキュ～っと一杯(́ε` ；)　

お酒より色気に酔い
そうです♥ヽ (*́∀` )ノ

利用者さんです
よ！

さすが手馴れて
らっ

しゃいますよね
(。,,。)｠

ユニット棟

正月お神酒

パンケーキ作り♥フルーツデコ♥

麻雀大会

白玉ぜんざい作り

とっても美味しそ～。          (́∀` *)

生クリームと好きなフルーツを好きな
だけ添えて特製パンケーキの出来上がり
             ♥ヽ (́▽` )/ ワーイ！
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　1月初めの行事は、「お楽しみ白玉ぜんざい作り」です。女性陣は、白玉団子を同じ大きさにくるくると丸めて「何個できた？みんなの数足りるかな？」なんて話されながら熱心に丸めておられました。奥に座っておられる男性陣は「出来上がり楽しみやね」とただ待つばかりでした。

デイサービス多 床 棟

生活風景生活風景

月に1度か2度、体調の良い時、都合の良い時にご利用者様の「今日麻雀しよう」という掛け声で始まる麻雀大会です。皆さん真剣なまなざしで勝負をしておられます。午後からの2時間は、デイルームに麻雀パイの音が響いています。

新年度が始まり真新しいカラフルなランドセルを見るようにな
り、赤と黒だった時代から個性を大事にする時代へと移り変わ
り、施設でも少しずつ日本人がカラフルになって来ているのを
感じます。     A.O

今年は改元の年となりました。平成最後の年で
ある平成３０年１１月９日、第２子を授かりま
した。子供２人とも出産休暇をいただき、出産
に立ち会う事ができました。一度、立ち合いを
体験していても、出産はやはり壮絶なものです
ね。生まれて６ヶ月が経ち、元気な女の子です
くすくと育っています。あまりの父親似でどこ
にいっても男の子と間違えられてしまいます。
（笑）生活に楽しみが出来ると人間は強いもの
ですね。より一層、仕事に子育てにと邁進して
いきます。ご高齢になられた利用者様にも生活
の中で楽しみが出来るよう支援していきます。

多床棟課長　西田 信也

一言コラム

令和元（2019）年度事業計画（概要）令和元（2019）年度事業計画（概要）

3 月 25 日（月）理事会が開催され、令和元年度 事業計画（案）並びに収支予算（案）など
6議案が承認されました。その中から令和元（2019）年度事業計画の概要をお知らせします。

地域貢献できる安定した経営地域貢献できる安定した経営1.1.
・介護、看護職員の適正な配置によるゆとりある労務環境の確保
・介護ロボットやＩＣＴ導入による介護業務の合理化
・介護補助業務の切り出しと障害者や高齢者、また外国人雇用の促進

明日を担う人材の育成明日を担う人材の育成2.2.
・中間管理職研修の実施　リーダーシップ研修（半期 6 回）
・個別目標面談の実施による個別研修計画や資格取得目標の設定
・認知症介護基礎研修を全職員受講（3カ年計画）

地域社会との連携地域社会との連携3.3.
・おか・きた安心ネットによるプラチナボランティアの養成
・何でも相談会の開催と行政施策の隙間に残された住民の支援

中長期経営プラン平成30年度工程表に基づく事業評価中長期経営プラン平成30年度工程表に基づく事業評価4.4.
・中長期経営プラン推進本部および第三者による評価委員会の設置による事業評価



　２月から水茎の里のトイレ掃
除をさせてもらってい

ます。部屋数が多くて迷うこと
もありますが、スタッ

フの方に優しく教えてもらいな
がら、利用者も少しず

つ慣れてきてやりがいをもって
働いています。

　このように障がいのある方に
対して仕事を発注して

いただきありがたいです。今後
は行事等で入居者様と

交流が出来ればより親近感を
もって作業に取り組め

ると思います。

　またメンバーを見かけ

たらお声をかけてくだ

さいね。

おうみ作業所施設長　野村 真愛 さ
ん“感

謝”　丁寧なトイレ清
掃

　「岡山分団」では、年一回水茎の里園庭の除草作業をさせて頂いています。団員の皆様も大勢参加して下さり、地域に密着した活動をめざしています。　年間を通じて、特養多床棟、デイサービス共に沢山の行事を展開され、岡山分団も一緒に参加させて頂いて、利用者様との交流を深め、喜んで頂きお役に立てる事を願っています。
今後共、岡山分団を宜しく
お願い申し上げます。

日赤奉仕団岡山分団長　濱田  はつ さん

“感謝”  地元として長いご支援

　昨年６月に日赤奉仕団北里分
団は、水茎の里多床

棟へお掃除に行かせて頂きまし
た。部屋の外回り、

ベランダの掃除、窓ふきをしな
がらベッドで休まれ

ている利用者様のお顔を拝見さ
せて頂き、四年前に

１０１歳で亡くなった母親の姿
を思い出しました。

永い間、施設でお世話になって
いました。週に一度

面会に行くと、大変嬉しそうな
顔で迎えてくれまし

た。
　水茎の里へ行かせて頂いた時

、廊下に居られた方

に笑顔で挨拶をすると、必ず笑
顔を返して下さいま

した。やはり笑顔は大切だなと
感じました。北里学

区も独居老人の方に、月に一度、
給食サービスを行っ

ています。私も当番が廻ってき
た時は食事作りに参

加しています。食べやすくて、
おいしいと思って下

さるものをと。丁寧に作るよう
、心掛けています。

超高齢化時代を迎えようとして
いる現在、今一度自

分の周りに目を向け、人の為に
何が出来るかを探っ

てみようと思っています。

日赤奉仕団北里分団長　中根 栄子 さ
ん“感

謝”  今後とも末永くご
支援を

初めまして、日清医療食品です。水茎の里で食事提供をさせて頂き、今年の４月で契約が20年目を迎えています。いろいろな方に支えられ、ここまで続けてこられたことに深く感謝しています。私たちは、日々利用者様に喜んで頂ける食事提供を心掛け、天ぷらの実演やブリの解体といったイベントを開催し、ご好評を頂いています。今後もより良い食事サービスができるよう努めていきたいと思います。

日清医療食品 ㈱　水茎の里チーフ　秋尾 麻衣 さん

“感謝”  美味しい食事の提供

介護補助職員　LE  THI  MY  LINH さん
レ     ティ   ミイ    リン

　私は、ベトナムから日本に来て２年になります。
ベトナムにはかいごのしせつはありません。おせわ
をするしごとははじめて見ました。水茎ではたらく
人は、みんなやさしく、ゆっくりおしえてくれました。
そうじ、かたづけ、加しつきの水かえなどをおしえ
てもらいました。
　おじいちゃん　おばあちゃんは、とてもおもしろ
いです。ときどきはうたをうたいます。ときどき「は
みがきがいや。」「目ぐすり、いや」と言って泣きます。
てつだってもらって、タオルとふくをたたみます。
昼ごはんがおわったら、テレビを見ます。テレビ
のことやいろいろたのしそうにはなしをしていま
す。でも、おじいちゃんおばあちゃんのことばは
　むかしの言い方で、私にはわかりません。
　これからも、このしごとをつづけたいと
おもいます。　
（※リンさんは、日本語を一生懸命勉強中です。
　　原文をそのまま記載しました。）

“感謝”  いつも一生懸命そして
笑顔

　ボランティアとして入らせて
頂いて、3年目になっ

た。きっかけは、ある時個室
ユニット棟が完成し二

階から裏山を眺めた時、良い
景色とは到底言える状

態ではなかった。その後、レ
イカディア大学園芸科

に入学。大学の建学精神であ
る地域貢献とし水茎の

里の状況を思い出し、ボランテ
ィアに入らせてもらっ

た。主な活動は、剪定・除草
・竹やぶ整備等仲間と

相談しながら月一回程度楽し
く活動している。何よ

りも、健康に感謝、感謝。

水茎の里環境クラブ代表　堀尾 秀治
 さん

「環境整備活動を通して」

“感
謝”  裏山が庭園に変わ

ってきた

　ご入所されている皆さまの心に寄り添わせていただくことを心がけ、月に 1 度のご法話に寄せていただいています「滋賀教区布教団」です。尊いいのちを生き抜いてこられた皆さまの側に寄せていただき、仏さまのお話をお伝えし、心の落ち着いた穏やかな生活を過ごしていただけるよう活動させていただいています。また、皆さまに育てられ多くのことを学ばせてもいただきました。ありがとうございます。そして、これからもよろしくお願いいたします。

月1回の「法話」　　　　　　　　　

滋賀教区布教団団長　熊本 義秀 さん

“感謝”  心の拠り所となる法話を毎月届け
て頂き

　初めまして、市内江頭町
にあります社会福祉法人

至徳会北里保育園と申しま
す。

　水茎の里さんとは、かれ
これ二十年以上のお付き

合いになります。初めは
運動会に参加させて頂き

、

数年前からは交流会に参加
させて頂いております。

年一回の交流ですが、子ど
も達の元気な声や姿を

見て頂き、子ども達から元
気をもらい、日々の

生活の活力に生かして頂け
たらと思っており

ます。

　今後ともよろしくお願い
いたします。

北里保育園長  中邨 廣賢 さ
ん“感謝

” 子ども達の元気がご
利用者の心に響い

ています

　皆様、今日は　

　私は、月２回第２
木曜日と第４木曜日

に水茎の里

さんにお世話になり
、利用者様との出会

いに感謝し

ています。お話を聞
かせて頂き元気を貰

ってとても

楽しい幸せな時間です
。

満面の笑みで接して
下さり、心と心が通

じ合い人と

の繋がりの大切さを感
じます。

　周囲の皆様に実践の
喜びの輪

　を広げていきたいと
思います。

　皆さん、是非来て下
さーい！

　お待ちしています。

個人登録ボランティア
　濱田 はつ さん“感

謝”  いつも笑顔の
贈り物

水茎の里は、多くの方々に支えられ運営が出来ています。
今回は、皆さまに感謝の意を込めて、寄稿文をご紹介させて頂きます。
水茎の里は、多くの方々に支えられ運営が出来ています。
今回は、皆さまに感謝の意を込めて、寄稿文をご紹介させて頂きます。

水茎の里を
支えて頂

く皆さ
んに
感謝

を込
めて


