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遠州の園／第二遠州の園／楽寿荘

笑顔をつなぐプロジェクト

新型コロナウイルス関連のニュース
が毎日のようにテレビに流れ︑私た
ちの平凡な毎日が一変しました︒そ
して︑大 切なご入 居 者 様︑ご利 用
者様の尊い生 命をお守りする手 段
の一つとして︑３月より面 会 制 限が
始まりました︒
しかしながら面会制限は︑当初
の予 定 を 超 え 長 引 くこととなって
し まいま し た︒会 え ない淋 し さ︑
元 気でいるのかの心 配︑不 安 ばか
りが募る毎日を送っていただかなけ
ればならなくなり︑施設職員とし
て心苦しい思いが溢れました︒
﹁何か皆様に少しでも安心してい
ただ ける 術 はないだろう か？﹂と
思案し︑第一歩として﹃笑顔をつな
ぐプロジェクト﹄が始 動し ました︒
ひと月に一度ご入居者様の笑顔の写
真 と近 況を記したカードお送りし
また︑ご家 族 様からも笑 顔の写 真
やメッセージを 書いていただ き︑ご
入 居 者 様にお届けすることで︑安
心していただけるのではと思ってい
ます︒
﹁笑顔﹂と﹁笑顔﹂をつなぐ︑
橋渡しとなれば幸いです︒
また︑﹁顔を見て話をしたい﹂とい
うご要望を受け︑
iPadを使った
ビデオ通 話による面 会や窓 越し面
会も実施させていただいています︒
今はまだ先の見 えない状 況です
が︑一日 も 早 くこの事 態 が 終 息 し
今まで通り制限なくご面会が出来
る日が来ることを祈り︑今︑自 分
たちが出来ることに精一杯取り組ん
でいきたいと思います︒
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日ごろより、当施設の運営に対す
る、皆様からの暖かいご支援とご協
力に感謝申し上げます。このたび、
4月１日付けで楽寿荘の施設長に
就任いたしました熊切峰男です。
私たちは、環境上の理由や経済的理由等により
入所された方々が、自立した日常生活を送ること
ができるように、食事や入浴、健康管理、病気等
の緊急時対応のほか、生活相談支援等の人権に
配慮したサービスを提供しております。四季折々
の行事、クラブ活動など楽しいイベントを開催し、
充実した毎日を過ごしていただけるよう努めてお
ります。また、
地域の構成員であることを念頭に、
触れ合い交流を積極的に推進し、福祉施設として
の社会貢献に取り組んでおります。引き続き、ご
支援、ご協力いただきますよう、よろしくお願い
申し上げます。

4月1日（水）に遠江厚生園 令和2年度の入職式を行いました。
8名の職員が介護職員として入職し、5名が遠州の園、3名
が第二遠州の園への配属となりました。「プリセプター（担
当教育係）が1年間一緒に歩んでくれるので安心して仕事に取
組めます。」
「職場の雰囲気にも慣れ楽しく仕事をしていま
す。」と新入職員からの声が聞かれました。これからの法人
を担っていく大切な人財です。皆様のご支援ご指導のほどよ
ろしくお願
いします。

新入職員研修会
遠江厚生園の新入職員研修会を3月23日から6日間に渡り行い
ました。法人の理念と方針から始まり、就業規則やマナー、感染症
対策やリスクマネジメント等の各専門委員会の講義、介護技術と
しての食事や排泄、入浴、口腔ケアなど多くのことを学びました。
また、高齢者の疑似体験を行い、高齢者への理解を深めました。

新入職員紹介
おかもと

あゆな

すずき

あいり

遠州の園 岡本 鮎奈

遠州の園 鈴木 愛梨

最初は不安ばかりの日々でしたが、少しずつ
業務に慣れ、笑顔を忘れずに誰からも頼られる
介護福祉士になれるように、頑張っていきたい
です。そして、時間に余裕を持って、丁寧に介助
を行っていきたいです。よろしくお願いします。

分からないことを、分からないままにせず、
先輩に質問したり、先輩の介助している姿を見
て学んでいきたいです。正社員として、働けるよ
うに仕事に励んでいきたいです。よろしくお願
いします。
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かいと
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あつき

遠州の園 左口 開翔

第二遠州の園 倉見 淳生

初めての事ばかりで緊張していますが、早く
業務に慣れて入居者様から慕われる一人前の介
護士になれ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月からショートステイに勤務しています。
先輩の指導のもと、1日でも早く仕事を覚え、介
護の知識や技術を身につけていきたいと思いま
す。
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あかり

すずき

もえか

遠州の園 佐野 安佳里

第二遠州の園 鈴木 萌香

入居者様に、丁寧で、的確な支援を行ってい
きたいと思います。まだまだ、分からないこと
が多いですが、先 輩方に教えていただきなが
ら、精一杯頑張っていきたいと思います。よろし
くお願いします。

私は、福祉についてわからない状態から始めま
した。以前に一度体験に来ましたが、実際に働い
てみると「やっぱり、ちがうなぁ」と感じました。
誰にでも笑顔で元気良く明るい「挨拶」を心掛け、
「介護力」のスキルアップをしていきたいです。

さの

ひかり

ひらぐち

ひびき

遠州の園 佐野 光佳里

第二遠州の園 平口 響

分からないことばかりですが、毎日、笑顔を
忘れずに、先輩職員に助けてもらいながら、利
用者様が安心して生活できる場を作れるよう、
精一杯頑張りたいと思います。

初めは緊張や不安がありました。入居者様や
先輩方と触れ、この仕事が楽しいと思え、やりが
いを感じています。まだ半人前ですが、皆さんと
信頼関係を築き、立派な介護者の一員になれるよ
う頑張りたいです。

特別養護老人ホーム

遠州の園
みんなで作ろう
〜畑作りで心にも栄養を(⌒∇⌒)〜
気持ちの良い日差しが降り注ぐ中、施設の畑作
りを行いました。
ご入居者の皆様が「現場監督」です。「そこを
もうちょっと耕して」「あんた、へっぴり腰だね
え(笑)」等々 夏には、おいしい野菜が収穫でき
ますように！

特別養護老人ホーム

第二遠州の園
〜リニューアルオープンしました〜
玄関を入ってすぐの ふれあい広場 をリニューアルし
ました。最初に目に飛び込んで来るのは、㊙書道家(職員)
の作品です。これからも、楽しめる空間作りに色々デコ
レーションしていきます
そのスペースで不定期営業の きまぐれカフェ を
開店しました。早く定期営業の 喫茶さざなみ に
なるように思案中です！お楽しみに♪

養護施設磐田市老人ホーム

楽 寿 荘
〜歩くって素晴らしい〜
自分の足で歩けることが、一番の幸せ…？と思い、日課
のラジオ体操や歩け運動を頑張っています。
青い空の下「きもちいいね〜、頑張ろうね。」と声を掛
け合いながら、毎日が体力づくりです

がとうございます
り
あ
様
皆
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寄

付

〔遠州の園〕
〔第二遠州の園〕
河 島 恵 美 子（アームカバ ー 、手 作りマスク）、県 茶 商 工 業 協 同 組 合
青島（プルタブ）、大藤地域づくり協議会（米）、松尾（砂
（ティーバック飲茶）、内山裕子（手作りマスク）、有限会社ヤマダイ（新
糖、オーバーテーブル）、竹内（排泄用品）、中村（ポー
茶）、浜松ホトニクス株式会社（ドライブレコーダー）、大石（体温計）
ル）、県茶商工業協同組合（ティーバック飲茶）、橋本
（文房具）、玉澤（枕カバー）、有限会社ヤマダイ（新 〔楽寿荘〕
茶）、左口（新茶）、山内（新茶）、堀内（寄附金）、アル
株式会社コンパクト（衣類）、有限会社ヤマダイ（新茶）
ファクラブ静岡株式会社浜松磐田支社（ポケットティッ 〔本部〕
シュ）、浜松ホトニクス株式会社（ドライブレコーダー）、
株式会社オーシンテクノ（ガーゼマスク）、有限会社春華堂（うなぎパイ）
大石（体温計）、金田（玄米茶）、鮫島（手作りマスク）
＊新型コロナウイルス感染予防対策のためボランティアや慰問、体験実習を休止させていただきました。

法人設立40周年記念事業のお知らせ
地域の皆様の温かいご支援をいただき、法人設立40周年を
迎えることができました。つきましては特別養護老人ホーム
上北沢ホーム常勤医の石飛幸三先生をお迎えし、記念事業を
開催いたします。皆様のご来場を心からお待ちしております。
日時：令和2年10月10日（土） 12時開場 13時開演
会場：アミューズ豊田 ゆやホール
講演：
『人生の最期をどう迎えるか 〜家族と迎える平穏死〜』
特別養護老人ホーム 上北沢ホーム常勤医 石飛幸三先生
＊併せて職員による介護の職場での事例研究の発表を行います。
詳細はホームページに掲載しております。
【お問合せ先】社会福祉法人 遠江厚生園 法人本部 水野・青木
TEL 0538-38-2145

夏まつり開催縮小または中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策のため、やむなく下記の通り
に縮小または中止とさせていただきます。ご理解賜りますよう
お願い申し上げます。
遠州の園『遠州の園夏まつり』
8月2日（日）縮小し入居者様と職員のみで開催します。
第二遠州の園『地域ふれあいまつり』
中止とさせていただきます。
入居者様には別の形でのお楽しみを計画しています。
楽寿荘『楽寿祭』
7月16日（木）縮小し入所者様と職員のみで開催します。

『うなぎパイ』ありがとうございました
春華堂様のご厚意により、5月5日に『うなぎパイ』が各施設
に届きました。県民にとっては親しみのある味に入居者様と職
員はニッコリ 「うれしいやぁ」
「おいしいね」の言葉とともに
いただきました。ありがとうございました。

高校生職場説明会＆施設見学会を開催します
今年度も、上記説明会と見学会を開催します。
感染予防に配慮した形で情報提供をさせていただきます。
ご参加をお待ちしています。
日 時 令和２年６月２０日（土）〜７月２５日（土）
１０時〜１１時３０分または１３時３０分〜１５時のいずれか
ご都合の良い日時をお選び下さい。
２年生 及び ２０２１年３月卒業予定者
対象者 高校１，
【お問合せ先】社会福祉法人 遠江厚生園 法人本部 中根
TEL 0538-38-2145

●友の会からいただきました●

編 集 後 記
夏空のまぶしい季節になりました。
日頃
の新型コロナウイルス対策とは関係なく、
季節は順調に進んでいます。いつもの季
節の流れの中では、想像もしなかった生活
を送り、私達の予防対策が日常化しつつ
あります。一日も早く心から夏を楽しめる
生活を送れることを祈っています。
（青木）

遠江厚生園 友の会へご理解、ご賛同いただきまし
てありがとうございます。
本年度は遠州の園に車いす2台、第二遠州の園に
マッサージ器、楽寿荘は行事用ユニフォームを購入
させていただきました。その他にも滑り止めマット
等を購入させていただく予定です。ご寄付してくだ
さった皆様に感謝し大切に使用させていただきます。

社会福祉法人

遠江厚生園

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

遠州の園
住所
TEL

〒438 - 0002 磐田市大久保 522 - 1
☎0538 - 38 - 2145

URL http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp
磐田市老人ホーム

第二遠州の園
住所
TEL

〒438 - 0055 磐田市鮫島 1804 - 1
☎0538 - 34 - 1165

楽寿荘
住所
TEL

〒438 - 0017 磐田市安久路 1-19-2
☎0538 - 32 - 2913

