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社会福祉法人

2017年
7 月 号

ケアハウス
様々な願い事を書いた短冊や手
作りの飾りをしっかりと結びつ
けました。

桜の丘

平成 29年
（2017年）7月 1日

それぞれの部署で七夕飾りができあがりまし
た。皆さまの願い事が天まで届きますように…

平成 29年
（2017年）7月 1日 （4）

北の大地からの贈り物

綾友会

6 月 19 日に北海道の足寄町高齢者等複合施
設様より、ラワンぶきをいただきました。
背丈も茎も巨大なフキ
に、職員一同ビックリ！
さつまあげと一緒に
さっと炒めて、北海道の
旬を味わいました。白旗
食堂でも好評でした !!

〒 861-4609
上益城郡甲佐町西寒野 1161
☎ 096（234）1191
ホームページ
http://www.sakuranooka.or.jp/

デイセンター

地域向け講座
前号のインフォメーションで
地域向け講座の紹介をしたとこ
ろ、さっそく上豊内地区と中横
田地区からお声をかけていただ
きました。介護保険サービスの
ことや脱水予防など皆さん興味
を持って熱心に聞いておられま
した。

綾の家

「ここ辺が良かねー」と話しながら…

6/17 特養ドライブ

～熊本城見学へ～

ハイチーズ

かかしコンテスト

最優秀賞

亡き奥様へ
「天国で楽しく幸せに暮らしていますように」
佐藤 數喜様

7 ／ 22 あゆまつり
総盆踊り大会で桜の丘から職員
56 名 が 参 加 し、
「盆踊り大賞」
を頂きました！

熊本城に向かう途中、ゆめタウン
で昼食をとりました。

入居者の方と熊本城見
学に行きました。熊本
地震後の修復工事中で
近くで見る事はできま
せんでしたが、城彩苑
ではイベントも開催さ
れていて、みなさん楽
しんでいらっしゃいま
いた。

㊧きくちくん、㊨ひごまるくんと一緒に♪

甘酒とブルーベリーのジェラート
デイセンター「稀勢の里」

地元の子供たちと松村様

7/9 西寒野子供みこし
「あゆまつり」前に
子供たちがみこしの
披露に来てくれました

グループホーム

ブルーベリー・・・・100g
・・・・・・200cc
甘酒（米麹）
・・・・・・・・・・
はちみつ
20g
レモン果汁・・・・・・5cc

【作り方】

【材料】作りやすい分量

優秀賞
ケアハウス「ブルゾンちえみ」

毎日、蒸し暑い日が続いています。暑さで疲れた体には、
旬の食材を食べることも、疲労回復の 1 つです。
暑い夏におすすめのデザートです。
①材料をなめらかになるまでミキ
サーにかけ、容器に入れて冷凍
する。
②凍ったら室温に10分程度出し
て軟らかくし、スプーンでざっ
くりと混ぜ合わせる。

✓ 甘酒と
□
ブル
□梅じゃ ーベリーのジェラー
ト
こ
□かぼち ごはん
ゃコロッ
□きゅう
ケ
り
□すまし の白和え
汁

甘酒は、寒い冬に体を温めるだけでなく、夏バテ対
策にもってこい !!「飲む点滴」・「飲む美容液」とも
言われているんですよ。簡単にできますので、庭の
ブルーベリーを使ってぜひお試しください。

社会福祉法人

綾友会

特別養護老人ホーム 桜の丘……☎ 096
（234）
1191
桜の丘居宅介護支援事業所………☎ 096
（234）
3293
…………………………………… 0120・234・991

桜の丘デイサービスセンター……☎ 096（234）1412
ケアハウス 桜の丘………………☎ 096（235）3500
ヘルパーステーション……………☎ 096（235）3500
グループホーム桜の丘……………☎ 096（234）5022
桜の丘綾の家………………………☎ 096（234）0029
（サテライト特養・小規模多機能）
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Q. 福祉の仕事を始めたきっ
かけを教えて下さい

エルダー面談

Q. 福祉の仕事を始めたきっ
かけを教えて下さい

A. 熊本地震のボランティア
に参加して興味を持ちました

A. 高校 3 年のときに、将来
祖父母や両親をしっかりと支
えられる人間になりたいと
思ったのがきっかけです

Q. 将来の夢や目標を教えて
ください
A. 最終目標としては大切な
人を支えられる人間になるこ
とです。仕事に関していえば
知識と技術、経験を積み重ね
て寄り添ったケアができるよ
うになりたいです

Q. 仕事をしていて嬉しい瞬
間はどんな時ですか？

A. 自分ができていないことに対して
歯痒い思いをすることもありますが、
それ以上にやりがいを感じています

Q. 職場の雰囲気はどうですか？
A. とても働きやすいです。自然
と助け合うということができる雰
囲気だと思います

Q. 趣味の時間を持てていますか？

A. 介護福祉士、ケアマネの
資格を取ること

A. 休 み の 日 や 勤 務 終 わ り な ど で
ゲームをしたり本を読んだりしてい
ます

A. 自分が成長できる場所

Q. 実際に働いていて感じることは？
A. 利用者の方々の動きに対して柔軟
に臨機応変に対応しなければならない
所が難しい

Q. 仕事の中で大切にしてい
ることはありますか？
Q. 仕事の中で大切にしてい
ることはありますか？

Q. 実際に働いていて感じることは？

A.「ありがとう」と言われた時

Q. 将来の夢や目標を教えて
ください

Q. 桜の丘を一言でどうぞ

A. ありきたりですが「あり
がとう」と言われたときが一
番嬉しい瞬間です

Q. 仕事をしていて嬉しい瞬間はど
んな時ですか？

A. 感 謝 を 伝 え る こ と で す。
ご利用者に対しても先輩に対
しても、たくさん助けて頂い
ているので少しでも伝わって
いるといいなと思います

特養）介護員

本山亜紀

特養）介護員

Q. 趣味の時間を持てていますか？
A. 趣味の時間はしっかり取ってま
す。読書やテレビ、ゲームをしたり
家族と過ごす時間が一番楽しいです

Q. 仕事の面白さを感じる時
はどんな時ですか？

Q. 桜の丘を一言でどうぞ

A. ご利用者の行動や言動が
少しでも理解できてそれがケ
アに反映されていると実感し
た時に面白いと感じます

A.「笑顔の集まる場所」だ
と思います。ご利用者もご家
族も職員も桜の丘があること
で笑顔になる。桜の丘はそん
な「場所」だと思います

山本梨紗

Q. 職場の雰囲気はどうですか？
A. 天日干しした後の布団みたいで
とても居心地がいいです

A. いつでも笑顔で利用者の
方々と接すること。感謝の気
持ちを忘れないこと

Q. 仕事の面白さを感じる時
はどんな時ですか？
A. 自分が行ったことがご利
用者にプラスに働いたとき

桜の丘の研修制度

機能訓練員による介助指導

新人研修

法人の理念・概要・接遇や介
護の基礎についても詳しく説
明を行い、新人同士の交流も
目的としています

桜の丘では新人介護員だけでなく、未経験者も基礎か
ら学び、レベルに合った研修を受けることができます。
経験を積みながら成長でき、
資格取得もサポートします。

外部研修

リーダー研修

外部の研修にも積極的に参加し、幅広
い知識を身につけることが出来ます

3 年以上の職員を対象に、基礎研修
よりもレベルアップした内容の研修
を受けることができます

綾の家研修
職員全員を対象に、毎年テーマを決め
てじっくり研修します。
昨年は「看とり」について学びました。

介護基礎研修
入職 2 年以内の職員を対象とし、
移乗・
食事・入浴・排泄・認知症の基礎知識
を身につける研修です
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エルダー制度

入職した職員には、 人に
つき 人のエルダーが付
き、安心して仕事ができる
よ う 定 期 的 な 面 談 を 通 し、
早く職場に馴染めるように
サポート
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