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　９月２１日、レイ＆コア（代表 野副 勇
氏）のメンバー８名の方が来園され、
ウクレレと歌の演奏を聴かせて下さい
ました。
　「アロハ・オエ」等ハワイアンの曲に
加え、ウクレレ演奏でひとあじ違った
「赤とんぼ」や「浜辺の歌」等々・・・
　ウクレレの優しい音色と素敵な歌に
デイ利用者の方の「癒されたぁ～～～」
との声！！　心和む秋の午後でした。

　２月１５日、影絵ＮＡＧＡＯ（代表 貝塚 弘氏）
の皆様１５名の方が来園、長尾地区に伝わる「孝子
　吉兵衛物語」を巧みな影絵とお芝居で見せて下さ
いました。
　また、皿まわしや手品の披露もあり、入所者、利
用者の皆様も存分に楽しまれていました。

有限会社プラザカンパニー様より心あたたまる多額のご寄付、並びに車椅子をいただきました。
有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

　特定給食施設として、美咲ヶ丘栄養調理部の食事作りが評
価されました。
　美咲ヶ丘では、開園以来、自前の厨房にて、地元の食材を
使用し手作りの安全な食事提供行い、独自の介護食にも取り
組んでいます。
　今後も、スタッフ一同「見て美しく、食べて美味しい」と
感じていただける食事作りに努力してまいります。

　子育て支援や男女がともに働きやすい職場環境
づくり《仕事と生活の調和》に取り組んでいる企業
を北九州市が表彰するものです。

　去る１１月１７日、北九州市庁舎において表彰式が行われ、村口理事長が北橋市長より表彰状と
記念品を授与されました。
　美咲ヶ丘では、担当業務のみに関わらず「職員全員で介護意識を持つ」という方針のもと、職
員教育の充実と処遇改善に取り組んでまいりました。
　その結果、この度「コミュニケーションが取りやすく、風通しの良い職場風土の確立と高い職員
定着率」が表彰され、市長賞をいただきました。
　また１２年の運営中、６名の職員が育児休業を取得し、その後業務に復帰していることも高評価
を受けました。
　今後も、市長賞に恥じない職場環境作りに努めてまいります。
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平成２２年度栄養関係功労者知事表彰
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受賞しました! !受賞しました! !受賞しました! !受賞しました! !

ワーク・ライフ・バランス表彰とは？

美咲ヶ丘の周辺にも桜の花が咲き、はなびらのやさしい色に
ふんわりと心も優しい気持ちになれる今日この頃。
皆様にそっと心寄り添い、共に春を感じてみようと思います。
編集委員一同、今年度も楽しい行事など様々な情報をお伝
えしたいと考えています。
次回は秋号でお会いしましょう。どうぞお楽しみに。

　昨シーズンは、久々のリーグ優勝、そして日本一へ！！
・・・とはいかず、またまた悔しい結果となりました。しかし、今シーズン
は大型補強にも成功！！今年の応援は、昨年以上に力が入りそうです。

がんばれ ソフトバンクホークス



　美咲ヶ丘では、毎月職員の介護レベル向上と、
よりよい介護を目指して様々な研修を行なって
います。
　今回は、医療法人秀和会小倉南歯科医院の歯
科医師・歯科衛生士等総勢６名の講師陣をお招
きして、口腔ケアに関する研修を行いました。
口腔内を清潔に保つことは、健康維持にもつな
がる為、職員は真剣に聞き入り、口腔ケアの重
要性の再確認を行いました。

デイサービス

運 動 会 ～パン食い競争～

　７月３１日、高津尾子ども会とご家族様
と一緒に第二回交流会を開催いたしました。
　“そうめん流し”“うなぎの蒲焼”“焼き鳥”
それぞれのコーナーを設け、和気あいあい
と楽しく過ごすことが出来ました。
　入居者の方々は、“うなぎの蒲焼”ちびっ
子達は“焼き鳥”が好評でした。

地元子ども会との交流
グループホーム

　デイサービスの敬老会では、美味
しい昼食のお祝い膳とともに、喜寿・
傘寿・米寿・卒寿の方々に、職員手
作りのチャンチャンコを着て、記念
写真を撮りました。
　皆さん、白いチャンチャンコの白
寿まで益々お元気で！！

敬 老 会

　１２月２２日、忘年会が行なわれました。お昼は
舟盛りを召し上がっていただき、その後行なわれた
演芸会では、なんと女装した職員がダンスをしなが
ら登場！！
　日頃とは違う職員の姿に最初はびっくりした様子
の皆様でしたが、少しずつ見慣れたのか・・・最後には、
大歓声の中演芸会は幕を閉じました。

忘 年 会

　特養入所者・ショートスティ利用者の皆さんと一緒に今年の干支「兎」のちぎり絵
を作りました。
　和紙のふわふわ感に「本
物の兎みたい！」とおしゃ
べりをしながら作る皆さ
んの集中力には職員も
びっくり！
　かわいい兎が完成して
満足そうな笑顔でした。
　各ホールに常設していま
す。どうぞご覧ください! !

ち ぎ り 絵

　特養では、３月３日、ひなまつりに竜光保育園の園児
さんが来園。
　今年は、園児さんと一緒に紅白に分かれて、ゲーム（大
玉ころがしなど）を行いました。
　皆様久しぶりに力いっぱい体を動かし、かわいい園児
さんからたくさんのパワーをもらった様でした。

ひ な ま つ り

特  養

　１０月７日～９日にデイサービ
スで、恒例の運動会が開催されま
した。
　今回は、久しぶりのパン食い競
争に利用者さんも夢中でした！
　アンパンをお腹に収めて・・・
満足　　満足



　美咲ヶ丘では、毎月職員の介護レベル向上と、
よりよい介護を目指して様々な研修を行なって
います。
　今回は、医療法人秀和会小倉南歯科医院の歯
科医師・歯科衛生士等総勢６名の講師陣をお招
きして、口腔ケアに関する研修を行いました。
口腔内を清潔に保つことは、健康維持にもつな
がる為、職員は真剣に聞き入り、口腔ケアの重
要性の再確認を行いました。

デイサービス

運 動 会 ～パン食い競争～

　７月３１日、高津尾子ども会とご家族様
と一緒に第二回交流会を開催いたしました。
　“そうめん流し”“うなぎの蒲焼”“焼き鳥”
それぞれのコーナーを設け、和気あいあい
と楽しく過ごすことが出来ました。
　入居者の方々は、“うなぎの蒲焼”ちびっ
子達は“焼き鳥”が好評でした。

地元子ども会との交流
グループホーム

　デイサービスの敬老会では、美味
しい昼食のお祝い膳とともに、喜寿・
傘寿・米寿・卒寿の方々に、職員手
作りのチャンチャンコを着て、記念
写真を撮りました。
　皆さん、白いチャンチャンコの白
寿まで益々お元気で！！

敬 老 会

　１２月２２日、忘年会が行なわれました。お昼は
舟盛りを召し上がっていただき、その後行なわれた
演芸会では、なんと女装した職員がダンスをしなが
ら登場！！
　日頃とは違う職員の姿に最初はびっくりした様子
の皆様でしたが、少しずつ見慣れたのか・・・最後には、
大歓声の中演芸会は幕を閉じました。

忘 年 会

　特養入所者・ショートスティ利用者の皆さんと一緒に今年の干支「兎」のちぎり絵
を作りました。
　和紙のふわふわ感に「本
物の兎みたい！」とおしゃ
べりをしながら作る皆さ
んの集中力には職員も
びっくり！
　かわいい兎が完成して
満足そうな笑顔でした。
　各ホールに常設していま
す。どうぞご覧ください! !

ち ぎ り 絵

　特養では、３月３日、ひなまつりに竜光保育園の園児
さんが来園。
　今年は、園児さんと一緒に紅白に分かれて、ゲーム（大
玉ころがしなど）を行いました。
　皆様久しぶりに力いっぱい体を動かし、かわいい園児
さんからたくさんのパワーをもらった様でした。

ひ な ま つ り

特  養

　１０月７日～９日にデイサービ
スで、恒例の運動会が開催されま
した。
　今回は、久しぶりのパン食い競
争に利用者さんも夢中でした！
　アンパンをお腹に収めて・・・
満足　　満足



2011
4 34 http://www.misakigaoka.com/

目 

次

北九州市小倉南区
大字新道寺1085-1

� 093-453-1222
FAX 093-453-1132北九州ワーク・ライフ・バランス市長賞受賞／

県知事感謝状受賞………………………… 1
地元子ども会との交流／運動会／敬老会… 2

忘年会／ちぎり絵／ひなまつり／
こんな取り組みを行なっています………………… 3
トピックス／ソフトバンク／編集後記 …………… 4

　９月２１日、レイ＆コア（代表 野副 勇
氏）のメンバー８名の方が来園され、
ウクレレと歌の演奏を聴かせて下さい
ました。
　「アロハ・オエ」等ハワイアンの曲に
加え、ウクレレ演奏でひとあじ違った
「赤とんぼ」や「浜辺の歌」等々・・・
　ウクレレの優しい音色と素敵な歌に
デイ利用者の方の「癒されたぁ～～～」
との声！！　心和む秋の午後でした。

　２月１５日、影絵ＮＡＧＡＯ（代表 貝塚 弘氏）
の皆様１５名の方が来園、長尾地区に伝わる「孝子
　吉兵衛物語」を巧みな影絵とお芝居で見せて下さ
いました。
　また、皿まわしや手品の披露もあり、入所者、利
用者の皆様も存分に楽しまれていました。

有限会社プラザカンパニー様より心あたたまる多額のご寄付、並びに車椅子をいただきました。
有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

　特定給食施設として、美咲ヶ丘栄養調理部の食事作りが評
価されました。
　美咲ヶ丘では、開園以来、自前の厨房にて、地元の食材を
使用し手作りの安全な食事提供行い、独自の介護食にも取り
組んでいます。
　今後も、スタッフ一同「見て美しく、食べて美味しい」と
感じていただける食事作りに努力してまいります。

　子育て支援や男女がともに働きやすい職場環境
づくり《仕事と生活の調和》に取り組んでいる企業
を北九州市が表彰するものです。

　去る１１月１７日、北九州市庁舎において表彰式が行われ、村口理事長が北橋市長より表彰状と
記念品を授与されました。
　美咲ヶ丘では、担当業務のみに関わらず「職員全員で介護意識を持つ」という方針のもと、職
員教育の充実と処遇改善に取り組んでまいりました。
　その結果、この度「コミュニケーションが取りやすく、風通しの良い職場風土の確立と高い職員
定着率」が表彰され、市長賞をいただきました。
　また１２年の運営中、６名の職員が育児休業を取得し、その後業務に復帰していることも高評価
を受けました。
　今後も、市長賞に恥じない職場環境作りに努めてまいります。

第４回北九州ワーク・ライフ・バランス市長賞受賞第４回北九州ワーク・ライフ・バランス市長賞受賞

平成２２年度栄養関係功労者知事表彰

福岡県知事感謝状受賞福岡県知事感謝状受賞福岡県知事感謝状受賞

受賞しました! !受賞しました! !受賞しました! !受賞しました! !

ワーク・ライフ・バランス表彰とは？

美咲ヶ丘の周辺にも桜の花が咲き、はなびらのやさしい色に
ふんわりと心も優しい気持ちになれる今日この頃。
皆様にそっと心寄り添い、共に春を感じてみようと思います。
編集委員一同、今年度も楽しい行事など様々な情報をお伝
えしたいと考えています。
次回は秋号でお会いしましょう。どうぞお楽しみに。

　昨シーズンは、久々のリーグ優勝、そして日本一へ！！
・・・とはいかず、またまた悔しい結果となりました。しかし、今シーズン
は大型補強にも成功！！今年の応援は、昨年以上に力が入りそうです。

がんばれ ソフトバンクホークス


