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ご挨拶

猛暑の夏も終わりをつげ、山奥では紅葉も見られる季節になりました。自然は寸分の
狂いもなく、毎日が明け、季節も廻ってきます。秋は紅葉、冬は雪見、春は花見、夏は
月見と自然はなんと素晴らしいことでしょうか。日本に生まれたことに感謝したいと思
います。
さて、現在施設では来春の高校・専門学校卒業生を募集しております。年々介護職を
希望する生徒が少なくなっております。その理由として少子化があげられますが、それ
以上に、介護の仕事は３Ｋであり賃金が安いと思われていることに原因があるようです。
しかし、特別養護老人ホーム職員の賃金は、年収ベースでは地域の企業と比較して低
賃金ではありません。規定や規則も整備され退職金も完備されておりますので、安心し
て働く事ができます。又、仕事も高齢者に元気な生活のお手伝いをする立派な仕事で、
職員も活き活き働いております。
皆様のお知り合いでまだ就職が決まっていない学生がおりましたらご紹介下さい。こ
れからも介護の仕事の素晴らしさを発信して行きたいと思います。
平成２５年１０月
社会福祉法人 愛和会
理事長 森 誠
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ユニットでは夏から秋にか
けて、納涼祭や敬老会が行
われました。
また、各ユニットでは毎月
いろんなレクリエーション
が行われとても賑やかです。

デイサービスで
は、毎月利用者
様と出掛け、皆
楽しんでいます.
とても笑顔あふ
れ笑いの絶えな
い毎日です。
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ボランティア・慰問

彩乃会様・関様・創原太鼓様・しあわせクラブ様
よさこいソーラン様・隆生会様・五輪会様
ＰＯＷＡＲＯ様
（納涼祭）
古河第二高等学校様・三和高等学校様
中央福祉医療専門学校様
寄附・寄贈（納涼祭）

香取英世様・海老原喜代様・鈴木ます様・横山恭三様
中島清子様・木内スエ子様・鈴木久子様・影山文夫様
埼伸産業㈱様・㈱Ｚｅａｌ様・㈱ロングライフ様
ヤクルト様・つばさ観光様・那須パートナーズ㈱様
ハリガエ様・㈱メディエス東基様
実

習

古河第二高等学校

クラブ活動

愛和苑では、１０月からクラブ活動が
始まりました。カラオケクラブ
体操クラブ・創作クラブ
書道クラブと言った入居
者様が楽しんで頂けるよ
な活動を行っています。
７月より入居＆ショートステイ、デイ
サービスと月毎に、おやつバイキングを
はじめました。厨房スタッフ力作の
色鮮やかなお菓子は利用者様からとても
ご好評いただいています。

なごみの池

今年の夏、苑内にある「な
ごみの池」に沢山のカブトム
シがやってきました。
この「なごみの池」では一
年を通して様々な景色が見ら
れます。

栄養課だより
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８月4日、夏祭りが開催されました。昨年
は雨に降られてしまいましたが、今年は快
晴で多くの入居者さま、ご家族さま、地域
の皆さまにもご来場頂きました。模擬店や
バザーも完売。また、ビンゴ大会では大勢
の方に参加して頂き、大盛況に終わること
が出来ました。協賛してくださったご家族
さま、業者さま全ての皆さまのご協力をい
ただいたおかげです。本当にありがとうご
ざいました。

9月13日星まさ子様をお迎えして敬老会を開催しました。その美声に皆さんすっかり聞き入ってし
まいました。今年は百歳の方が２名いらっしゃいました。皆さん大変お元気で、喜ばしいかぎりで
す。賀寿のお祝いとして、おやつに手作りのお饅頭も頂いて、ニコニコのお顔でした。
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５月から10月1日まで 金井 智裕
で入職したスタッフで 趣味 あじさい勤務
す。
＆
よろしく
好きな 子供と遊ぶ事
お願い致します 食べ物 メロンパン

関 直美
趣味 なのはな勤務
＆
水泳
好きな
カニ
食べ物
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木村 勲
趣味 なのはな勤務
＆
好きな スポーツ全般
食べ物 モンブラン

上野 春江 渡邊 秀子
趣味 デイサービス勤務 趣味 デイサービス勤務
&
＆
水泳
好きな 映画鑑賞
好きな
トマト
スイカ
食べ物
食べ物

茄子の天ぷら

火曜日はお料理クラブ
です。その時々の季節
の食材を利用して作っ
ています。秋は美味し
い食べ物がいっぱい。

この日は天気も良
く、大平さんの山頂
でお昼ご飯。午後は
ぶどう狩りをしてき
ました。試食の後に
自分たちで選んでは
さみでチョッキン。
ぶどうはご家族への
プレゼントかな?
ホットケーキを自
分たちの手で頑張っ
て作りました。お菓
子・お料理はお手の
もの。この便りを読
んでる皆さまも是非
デイ料理人の味を食
べて見てはいかがで
すか?
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８月23日、長寿の祝
いということで、古河
市長が来設されまし
た。愛和苑では100歳
以上が５名、希望の森
では２名の方が入居さ
れています。
いつまでも長生きして
下さい。おめでとうご
ざいます。

平成25年10月10日
11月12日と24日の2日
間に分けて、いま話題の
八重の桜が舞台の福島県
会津市に行ってきます。
大河ドラマ館や鶴ヶ城の
見学、リンゴ狩りなど、
様々な企画があるようで
す。昼食の懐石料理も楽
しみです。詳しくは次回
のおたよりに載せますの
で楽しみにしていてくだ
さい。

愛和苑
県西ブロック社会福祉法人特別養護老人ホームのバレーボール大会が９月
28日（土）に桜川市の体育館にて開催されました。一致団結して一つの事
を打込むことで、チームワークが生まれ、普段職場では見られない、職員
の笑顔を見ることが出来ました。結果は一回戦で負けてしまいましたが、
来年は今年以上の結果が残せるよう練習していきたいと思います。
キャプテン星野
＊苦情解決責任者 施設長 森 光子
＊苦情解決責任者 施設長 森 誠
《特別養護老人ホーム》
《特別養護老人ホーム》
担当者：土手内 広実（生活相談員）
担当者：福井 守 （生活相談員）
：菱岡 繁人（介護支援専門員）
：櫻井 正倫（介護支援専門員）
《デイサービス》
《デイサービス》
担当者：武田 聡（生活相談員）
担当者：野本 隆之（生活相談員）
《居宅介護支援事業所》
《居宅介護支援事業所》
担当者：上野 徳子（介護支援専門員）
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 福田すみ子
＊苦情解決第三者委員 野村 光造
※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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