
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご挨拶

　記録的な大雪だった冬も去り、温かい春が廻って来ました。この１年間は猛暑、洪水や大雪で自
然の怖さを思い知らされた年でした。それでも何もなかったように季節は廻ってきます。自然の偉大さ怖
さを感じるこの頃です。
　先日の新聞で、特別養護老人ホームの入居待機者が全国で５２２，０００人と報じられております。
愛和会でも２施設で約３００人の方々が入居待ちの状況です。待たれております方々には大変申し訳
ない次第であります。
　又、介護保険給付の増大に伴い、次年度より介護保険の自己負担や、入所の条件が改定され
ます。介護の自己負担は現在１割でありますが、本人年収２８０万円を超えますと２割負担に、預貯
金が１０００万円以上の方は食事費や部屋代の減額制度が廃止になります。特養ホーム入居要件
は原則的に介護度３以上となる予定です。
　利用者の急増に伴い、現在の保険制度を維持することが困難になりますので、支払い能力に応じ
て負担を求めていくとの事です。利用者様にとりましても、運営法人にとりましても厳しい季節になりそう
です。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年4月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人愛和会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　森　誠
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　愛和苑のユニットでは冬～春にかけてたくさんの行事が行わ
　 れました。

　２月、日本行事である『節分』では「鬼は～外！福は～内！」
の掛け声と共に、暖かな季節の訪れに願いを込めました。
　３月、桃の花がまだまだつぼみという中迎えた『雛祭り』。
ひなあられでたちまち笑顔がこぼれだし、次はお花見と春の
訪れを謳歌していました。暖かい風が吹き始めた４月、桜の
つぼみも膨らみやがて満開に咲きほこった桜の木の下での『お
花見』。満開に咲いた桜を見て、皆さん春の訪れを楽しみまし
た。その他にも毎月色々なレクリエーションが行われ、笑い・
笑顔のたえない毎日です。

　デイサービスでは毎日多くの利用者様と共に

笑い声の絶えない時間を過ごしております。

　レクリエーションでは０(ゼロ)のつく日には、
「玉子の日」として玉子を使った料理を作りま
す。その時期折々のイベントを用意し、皆様に
喜んでいただいております。また、遠足や外食
へも出掛け、会話の途切れない良き時間を過ご
して下さいました。
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　愛和苑では毎月２回、各クラ
ブ活動を行っております。
　「カラオケクラブ」「体操ク
ラブ」「創作クラブ」「書道ク
ラブ」といったクラブがあり、
多くの入居者様が参加されてお
ります。
　昨年の１０月から始まったク
ラブも今では皆さんに楽しいひ
と時を過ごしていただける時間
となりました。
　また、利用者様とのコミュ二
ケーションの場として活気あふ
れる空間となっております。

　 昨年７月より行っているおやつ
バイキングは利用者様から
とてもご好評いただいています。
３月のデイサービスでは春らしい
華やかなおやつを提供しました。
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しあわせクラブ様

慰問・ボランティア 

ク ラ ブ 活 動 

栄養課だより 
いちごクレープは

一つ一つ丁寧に 

巻いた手作りです 

見た目も味も美味しい春を

モチーフにした和菓子です 
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平成26年4月1日、入職式が開催されました。今年は介護職員7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依田さんと小野さんが新入職員
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。



勤務先と職種【愛和苑・介護士】 勤務先と職種【愛和苑・介護士】

好きな食べ物【カレー】 好きな食べ物【グミ】

抱負 抱負 【元気いっぱいの笑顔と

【人の役に立てるような人になる】 優しさを持って頑張ります☆】

勤務先と職種【愛和苑・介護士】 勤務先と職種【愛和苑・介護士】

好きな食べ物【オムライス】 好きな食べ物【いちごタルト】

抱負 　【早く仕事内容を覚えられる 抱負 【利用者の方々や職員

ように頑張りたいです。】 の方々と早く仲良くなる。】

勤務先と職種【希望の森・介護士】 勤務先と職種【希望の森・介護士】

好きな食べ物【カレー・マグロの刺身】 好きな食べ物【鶏肉・ラーメン・パスタ】

抱負 【利用者様と職員の方の 抱負 【おじいちゃん、おばあ

名前、業務内容を覚える】 ちゃんを喜ばせる為頑張ります。】

勤務先と職種【希望の森・介護士】

好きな食べ物【ピザ】

抱負

【日本一の介護職員になる。】

荒川　拓哉

ふくだ かずひろ むかいはら みきまさ

福田 和弘 向原 幹昌
勤務場所<希望の森 ききょう> 勤務場所<愛和苑 柚の郷>

入居されている方々の笑顔がたくさ
ん見る事ができるように頑張りたい
と思います。よろしくお願いします
☆

４月より、希望の森より愛和苑へ異
動してまいりました。少しでも早く
覚え、楽しい時間を過ごしていきた
いと思います。

えはら　なおき わたなべ　ゆうすけ

江原　直樹 渡邉　悠介

あらかわ　たくや

小池　太市 須澤　拓也

やまはた　ちひろ たなか　ちづる

山端　千尋 田中　千鶴
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こいけ　たいち すざわ　たくや
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H２６年2月23日（日）、“希望の森交流会”が盛大に開催されました。
第１回目ということもあり不安の中、予想以上の方々に参加していただき、ス
タッフ一同感謝しております。当日は近隣の65歳以上の方を対象に様々な催し物
が行われました。星まさ子様を審査委員長にお迎えしたカラオケ大会、卵つかみ
取り大会、パターゴルフ大会、そば打ち見学会など、大盛況でした。交流会を開
催することができたこと、また多くの皆さまに喜んでいただけたこと、全て皆さ
まにご協力いただいたおかげです。本当にありがとうございました。

2月3日、節分のこの日、
豆まき大会を実施しました。
今年は活発な女性の赤鬼さん
とクールな男性の青鬼さんが
出没し、皆さんでやっつけま
した。鬼を改心させた後、今
度は福を呼び込んで美味しく
お豆をいただきました。
この日の昼食はカルフォルニ
アロールをメインに節分らし
いご飯をいただきました。皆
さんにも美味しいと大好評で
した。今年も福がたくさん来
ますように♪
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2月7日（金）、環境美化委員会に
よる大規模清掃が行われました。一
か月に１度は場所を決めて大掃除を
行ってきました。今回は特浴です。
排水溝など普段行き届かない場所を
徹底して行います。ピカピカなお風
呂は気持ちが良いなぁ。

<２月から３月末までに入職した方です>

神坂 明美 磯崎　敦子

調理レクは、皆さんの手で調理・味付けをしてます。今回の豚汁の味付
けは男性が担当。家庭でも薄い・濃いが厳しいのか皆さんに指示されて
いました(左)。焼くのなんかはお手のもの。均等な大きさでホットケー
キを焼いてくれました(左上)。交代で白玉をこねる。二人で和気あいあ
いとお汁粉を作ってくれました(右上)。

物作りはいつも真剣。出来ないと言いつつも、最後は完成の為に頑張っ
ています。正月は願いを込めて絵馬作り(右)。子供のころを思い出して可
愛いひな人形の飾り作り(右下)。開花よりも先に桜の花飾りを散りばめて
作成中(左下)。皆さん迎えに行くと玄関等に飾ってくれています。

石嶋 和枝 森谷 清子 船橋 寿江

血液型：O型
好物：焼肉

抱負：笑顔を
　　　忘れずに！
所属：ひまわり

血液型：B型
好物：甘い物

抱負：一生懸命
　　　働きます。
所属：ききょう

血液型：AＢ型
好物：フルーツ

抱負：一生懸命頑
張ります。

所属：デイサービス

血液型：Ｏ型
好物：パフェ
抱負：笑顔で

楽しく頑張ります。
所属：なでしこ

血液型：A型
好物：パスタ

抱負：笑顔を絶や
さずに頑張ります。
所属：すずらん
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 ※紙面の写真については、ご本人さまの同意
を得て掲載しております。

※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。

　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

３月18日（火）、愛和苑にて体操教室が開催され
ました。講師に群馬県高崎市からフィットネスラ
イフディレクターの方をお呼びし、体操の基礎を
教えていただきました。この体操を毎日行うこと
によって血行がよくなる効果やダイエットと様々
な用途に効くそうです。教わった職員の方々も皆
さん楽しいと言いながら汗を流していました。こ
れから家庭でもずっと続けていきたいです。

３月9日（日）、愛和苑から
８名、希望の森から９名の職
員が森ファーム様へそば打ち
体験に行って来ました。皆さ
ん初めての体験でしたが、予
想以上に美味しく、自分で作
るお蕎麦は一味違うと感動し
ていました。今後もレク等で
この教えを活かし、利用者さ
まに美味しいおそばを振る
舞っていきます。

2月17日（月）、愛和苑へ総
和のくらしの会様より、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。

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頂きました。早速、施
設に持ち帰り入居者様にお出しした所、古河伝統
の美味しさに感動しながら皆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。
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