
第22号 愛　和　会　だ　よ　り 平成25年4月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご挨拶
　
　今年は例年になく３月から桜は咲き始め、４月になると散り始めました。私たちが小学校に入学した頃は
入学式頃が満開だったと記憶しています。地球の環境変化が進んでいるようです。
　本年も愛和会グループに１０名のフレッシュな若人が入職しました。４月１日に入職式を行いその後半月
程研修を行います。利用者の皆様に喜んで頂ける仕事をし、仕事を通して自分の幸福を掴んで頂きたい
と思います。
　さて、日本の政権が変わって4ヶ月経ちましたが、できすぎ感のある安倍政権でありますが、短期間で多く
の課題を実施しました。行動の前に方針をコメントしただけで円は１５％ほど安くなり、株価も急騰しました。年
金や銀行、機関投資家などは３月期決算で多くの含み益を保有することになりました。日銀総裁の決定
やＴＰＰ交渉参加表明、沖縄県米軍基地普天間移設に伴う施設先名護市辺野古沿岸部の埋め立て
申請など、困難な課題を次々と前進させております。日中韓やＥＣとのＦＴＡ交渉も早まるようです。アベノ
ミクスと言われる経済政策を多くの国民が支持し、安倍内閣の支持率も高く期待を寄せております。日
本も長いトンネルを抜け出すのも間近のようであります。
　私たちも目的を忘れず常に前進をして参ります。
　私たちの目的は、利用者様の幸福な生活であります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　森　誠
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今年の冬から春にかけてユニットでは多彩な
行事が行われました。
２月には「節分会」、３月には「ひな祭り」
４月には「お花見」といったとても賑やかな
笑顔の絶えない毎日です。
また、各ユニットでは様々なレクレーション
が行われ入居者様共々笑い声の絶えない日々
を送っております。
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ひろせ あき よだ さやか

広瀬 亜紀 依田 紗矢香

勤務先と職種【希望の森・介護士】
好きな食べ物【ラーメン】
抱負
一生懸命がんばる！

勤務先と職種【希望の森・介護士】
好きな食べ物【甘いもの】
抱負
これから頑張っていくのでよろしく
お願いします

ひらた あやの うめつ さおり

平田 彩乃 梅津 沙緒里
勤務先と職種【希望の森・介護士】
好きな食べ物
【卵焼き・ピーマンの肉詰め】
抱負
周りの方々に迷惑をかけないように働
いていきたいです

勤務先と職種【希望の森・介護士】
好きな食べ物
【お好み焼・シチュー】
抱負
自分から率先して挨拶・声かけをし
ていきたいです。

かわむら　みく いしやま　あやな

川村 未久 石山 采那
勤務先と職種【希望の森・栄養士】
好きな食べ物【メロンパン】
抱負
一日でも早く一人前になれるよう、
日々努力して参ります。

勤務先と職種【希望の森・介護士】
好きな食べ物【牛タン・赤ウイン
ナー・ホルモン】
抱負
人の気持ちが分かるような人になり
たいです。

なかやま　ひろき たけい　まなみ

中山 広貴 武井 真奈美
勤務先と職種【愛和苑・介護士】
好きな食べ物【肉】
抱負
ゼロからですが、一生懸命頑張りま
す。

勤務先と職種【愛和苑・介護士】
好きな食べ物【甘いもの】
抱負
とにかく笑顔とコミュニケーショ
ン！
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おの　ともこ 　まつした　みゆき

小野 智子 松下 美由希
勤務先と職種【愛和苑・介護士】
好きな食べ物【ねぎ・そば】
抱負
笑顔を忘れず誰とも協力していく

勤務先と職種【愛和苑・介護士】
好きな食べ物【グラタン】
抱負
介護の知識はありませんが、これ
から一生懸命頑張るでよろしくお
願いします



2月3日（日）、節
分のこの日に豆まき
をユニットごとに実
施しました。今年も
青鬼と赤鬼が出没！
皆さんで退治し、そ
のあとに美味しくお
豆を頂き、福を呼び
ました。

3月3日、ひなまつりの撮影
会が行われました。昨年施
設長が寄贈しました豪華な
雛段の前で皆さんでパチ
リ。素敵なお雛様と美味し
いお昼ご飯で入居者の皆さ
んも笑顔で楽しい一日が過
ごせました。
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よさこい華もも　様
ＰＯＷＡＲＯ　様
悦譽会　様

ニチイ学館ヘルパー２級実習生

今が旬！【春キャベツ】！
春キャベツにはビタミンＣ、Ｕ（キャベジン）等
が多く含まれています。

【効用】
・胃腸の調子を整える（ビタミンＵ）
・肝臓の解毒作用を助ける。二日酔いに
　有効（ビタミンＵ）
・免疫力を高め、風邪を予防（ビタミンＣ）
・メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを
　防ぐ（ビタミンＣ）
【調理ポイント】
ビタミンＣ、Ｕは熱に弱いので生食するのが
オススメです。加熱する場合はスープなどに
して汁ごと飲むと良いでしょう。また、油に

　デイサービスでは、毎月利用者様と外へ出掛け よる胃もたれを防いでくれるのでトンカツや
　食事をしたり、買い物をしたりと皆さんで楽し フライなどに添えて一緒に食べましょう。
　いひと時を過ごしております。

第22号 愛　和　会　だ　よ　り 平成25年4月10日



平成25年4月1日、入職式が開催されました。今年は介護職員９名、栄養士１名が入職しまし
た。当日は、愛和苑と希望の森のリーダー以上が出席し、先輩挨拶には昨年入職した一ツ木さん
と金田さんが新入職員にエールの言葉を送ってくれました。新入職員も皆それぞれの志を胸に、
入居者の快適な生活をサポートすべく尽力させていただく所存です。慣れるまでは何かとご迷惑
をおかけいたしますが、あたたかく見守っていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

第22号 愛　和　会　だ　よ　り 平成25年4月10日



料理レクではどら焼きやし
もつかれなどを自分達の手
で作り、みなさんで美味し
く頂きました。(写真左)
遠足では小山の「いちごの
里」でいちごを食べ放題。
お昼はばんどう太郎で美味
しくいただき皆さんほとん
ど完食でした。(写真右)
デイサービスでは昔おこ
なっていた調理や普段行か
ないような場所に行って楽
しんで頂いてます。皆様の
ご希望等がありましたらど
んな事でもお話し下さい。
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建物の北側に“希望の森花壇”を作
りました。ユニットごとに、好きな
お花を植えたり、野菜を植えたりと
計画も様々で個性が出ています。春
になったので、スタッフと入居者様
が可愛いいお花をたくさん植えてく
れました。お花大好きです。

クラブ活動を開始してから早いもの
で１年がたちました。今年はまた会
員メンバーを新たにしパワーアップ
して活動していきます。

施設の一大イベント、夏祭りの日程が決定しました。皆さまに充分に楽しんでいただけるよ
う、実行委員一同ただいま企画を検討しております。なお、今年も「バザー」を行うことと
なり、皆様からのバザー品の提供をご協力いただきたく、お願い申し上げます。ご家庭に未
使用品でご提供できるものがございましたら、ご協力よろしくお願い致します。

 
 



〒306-0221
茨城県古河市駒羽根320-1
TEL　0280-93-0234
FAX　0280-93-0571

〒306-0201
茨城県古河市上大野1889-1
TEL　0280-98-6200
FAX　0280-98-5900

特別養護老人ホーム　愛和苑
短期入所生活介護　　愛和苑
デイサービスセンター愛和苑
居宅介護支援事業所　愛和苑

愛和苑に１台、希望の森に１台とそれぞれに新しい送迎
車が来ました。２台とも日産のセレナです。
とても静かで快適です。
スタッフも安全運転を心がけています。
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   得て掲載しております。

　　社会福祉法人　愛和会
《発行者》

特別養護老人ホーム　愛和苑　　　　　　　　　特別養護老人ホーム　希望の森

4月１９日、愛和苑と希望の森とで合同の第２回
ボーリング大会を予定しています。前回に引き続き
今大会も新入職員歓迎会を兼ねての開催です。１位
やブービー賞、個人賞などを狙って、今から職員そ
れぞれ張りきっています。
結果は次回号でご案内します。

早速、施設に持ち帰り、入居者さまにお出ししたと
ころ、古河伝統の美味しさに感激しながら、みなさ
ん召し上がっていました。職員一同感謝の気持ちで
いっぱいです。ありがとうございました。

２月７日は鮒の日で
す。この日に合わせ
古河鮒甘露煮組合よ
り鮒の甘露煮をいた
だきました。

3月11日、愛和苑へ総和くらしの会様より寄付金をいた
だきました。福祉用具等購入資金に役立てたいと思いま
す。ありがとうございました。

特別養護老人ホーム　希望の森
短期入所生活介護　　希望の森
デイサービスセンター希望の森
居宅介護支援事業所　希望の森  ※紙面の写真については、ご本人さまの同意を

※ご質問やご相談がございましたら、上記までお声かけ下さい。すみやかに対応させていただきます。
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      ：櫻井 正倫（介護支援専門員） 

      ：櫻井 正倫（介護主任） 

 《デイサービス》 

   担当者：野本 隆之（生活相談員） 

 《居宅介護支援事業所》 

   担当者：増田 真由美（介護支援専門員) 

＊苦情解決第三者委員  民生委員  大森禮子 

＊苦情解決責任者  施設長  森 光子 

 《特別養護老人ホーム》 

   担当者：土手内 広実（生活相談員） 
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 《デイサービス》 

   担当者：武田 聡（生活相談員） 

 《居宅介護支援事業所》 

   担当者：上野 徳子（介護支援専門員） 
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