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　昨年１０月６日、葉迫 積氏（講談師 神田紅塾生、柳川市在
住）が来所されました。
　「黒田節」「牡丹燈籠」「お富与三郎」の三席を流暢な語りで
聴かせて下さいました。
　利用者、入所者の皆さんも、力強い熱演に引き込まれたよう
です。

　昨年１１月２８日、敬友会（代表 永津敬山氏）１１名の皆様が来訪され、箏、三味線、尺八演奏や
舞踊を披露して下さいました。
　童謡や民謡、名曲「春の海」など、馴染みの曲で優雅な気分になりました。
　また、小さな女の子２人の箏の演奏も微笑ましく、楽しいひとときでした。

　２月２２日、「高齢者安心安全サポート隊」（福岡県警委
託）の方が来所、デイサービス利用の皆さんに講習をして下さ
いました。
　高齢者の夜間における交通事故が多発しているため、『明
るい服装で交通事故防止』、そして、振り込め詐欺被害にあわ
ないために、『ちょっと待て、その振り込みは大丈夫？』など、
実際起こった事例などを取り入れながらのお話を、利用者の
皆さんも真剣に聞かれていました。

　昨年はＡクラス入りを果たすものの、残念な結果
となりました。
　今年こそは！！と思いながら３月２０日の開幕を
楽しみにしています。
　そろそろ優勝してほしいなぁ～～～！
　　頑張れ！ ソフトバンクホークス♡
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新年度にむけて

春風のさわやかな季節になりました。
　今年度も皆様の心弾む楽しい時間
をお便りでたくさんご紹介したいと
思っております。今回からコート紙に
なり、色も春らしくなり、見やすくな
りました。

美咲ヶ丘の元旦は、
お屠蘇、お雑煮とお
せち料理で迎春のお
祝いをいたしました。

　いつもは優しい入所者の皆
さんも、鬼に向かって力いっ
ぱい豆を投げられ「すっきり
した～」と楽しそうな笑顔で
した。
　そして、豆を召し上がりな
がら、無病息災を願われてい
ました。

　立春を迎えるにあたって、心身共
に暖かな気分になっていただこう
と、豚汁大会を行いました。エプロン
に三角布をキュッと結び、腕の見せ
どころ…
　利用者様手作りの豚汁、おにぎり、
ぎょうざが、とても美味しそう！！！
　「久しぶりにお料理したわ！」と包
丁さばきはまだまだ健在です！

　平成２２年度の事業開始にあたり、一言ご挨拶させていただきます。
　本年度の美咲ケ丘は、「サービスの質の向上」、「高齢者の尊厳の保持」を最重点課題として取り組んで参
ります。
　介護保険導入以来、高齢者を取り巻く環境は急速に変化し、近年、多様な経営主体で営利法人等の高齢
者福祉事業への参入が盛んです。高齢者の尊厳を保ちながら普遍的に変わらぬ質の高いサービスの提供を
していくためには、豊富な知識・経験・技術を持った職員の育成が不可決です。現在、当法人では、社会福祉
士４名、介護福祉士３３名、看護師８名の国家資格者に加え、介護支援専門員１０名が在籍し、専門家集団
による第１級のサービスとプロの介護と見識で、同業他施設との差別化を図っているところでございます。
　社会福祉法人としての本来の目的を達成するためにも、皆様方の相変わらずのご協力、ご支援をよろしくお
願い申し上げます。

　各ユニットに３匹の鬼が現れ
ました。入居者の方々は、それぞ
れ豆を投げて「鬼は外」と大きな
声で鬼退治！！
　その後、「福」と「春」を呼び込む
よう願いながら福豆を召し上が
っていました。

節分～立春節分～立春節分～立春

特 養特 養 立春を迎え あた

デイサービスデイサービス

グループホームグループホーム

施設長　田　中　康　貴
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　昨年１１月７日、グループホームで文化祭が行われました。
　バザーでは、入居者の皆さんの手作り作品や、ご家族の方々のご協力で集まった到
来品、また、喫茶では、ぜんざい・チヂミを販売しました。
　ご家族様をはじめ、特養入所者、デイサービス利用者、そして、日頃お世話になって
いる地域の方々、他施設の入所者や職員の皆さんが多数来所され、買い物や喫茶を
楽しまれていました。
　グループホーム
入居者の皆さん
は、それぞれの担
当で大忙しでした
が、たくさんの方と
の交流ができて楽
しい一日になった
ようです。

　２月１３日、特養、デイサービス、グ
ループホーム合同の餅つき大会が行
われました。今年も竜光保育園の園
児の皆さんが来園、利用者の方と共
に「よいしょ！よいしょ！」とかけ声を
かけながら、笑い声にあふれる楽し
い時間を過ごすことができました。
　つきたての餅を食べ「やっぱり出来
たてが美味しいね！」と笑顔いっぱい
でした。

　“絵手紙の里 東谷”をめざして活
動されている「まちづくり協議会健康
づくり部会絵手紙部」の皆様から心
あたたまる絵手紙のプレゼントが届
きました。
　今後、季節毎に絵手紙を入れ換え
ていただけるそうで、利用者、入所者
の皆様の癒しになることでしょう。心
の交流ですね！

　美咲ケ丘と隣接している
社会福祉法人あすなろ学園
のご厚意で定期的に中庭花
壇の手入れをしていただく
ことになりました。

　あすなろ学園の皆様が心
をこめて育てられた花の苗
を植え込んでいただき、春
らしい中庭になりました。

美咲ケ丘では、職員の更なる向上を目指して、毎月、様々な研修を行っています。
今回、その研修からピックアップしました。

　（株）井筒屋ファションサービスから講師を
お招きし、「接遇マナーの基本」をテーマに学び
ました。見た目や耳から入る印象の大切さ、そし
て「ご利用者様に満足していただけるサービス
とは？」等々、実践につながる講義でした。

　今回新たに、田中順子（特養）が１０年
勤続を迎えました。

•福岡県、北九州市による一般指導監査
が、昨年11月25日に行なわれ、無事に
終了しました。
•グループホーム美咲ヶ丘のスプリンク
ラー設置工事が3月16日、完了しました。

永年勤続表彰
ご報告

～職員のスキルアップをめざして～

マナーアップ研修 （１０月２９日）

　理学療法士 榎本比呂志氏の講義を受け、生活リハビリテーションの重要性や介護の専
門性を再認識しました。

リハビリ研修 （１月２８日）

　外部研修受講の職員による伝達研修を行いました。リスクコミュニケーション（コミュニ
ケーションの中で危機予測をしていくこと）や、“日常的によくあること”を常にリスクとし
て認知することの重要性を学びました。

リスクマネジメント研修 （２月２４日）

マナーアップ研修

中
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