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令和三年の年頭にあたり︑
謹んで新年のご
挨拶を申し上げます︒日頃より︑私たち﹁遠
江厚生園﹂
の運営に対し︑
ご支援ご協力を賜
り心より御礼申し上げます︒
さて︑
昨年は新型コロナウイルスによって︑
普
段の生活が一変する事態に直面しました︒皆
様のご家庭や職場におかれましても︑
その対
応には大変ご苦労されたことと思います︒今
年は︑
延期されていた東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催予定であり︑
一日も早いコロナの
終息を願うばかりです︒
また︑﹁百年に一度﹂と言われるような災害
が毎年のように日本各地で猛威を振るってい
ます︒当法人では︑
いつ起こっても不思議では
ない大規模災害や感染症にも備え︑
ご利用者
様や地域の安心・安全を守る要であるという
使 命 感を常に抱 き︑今 後 も徹 底した対 策に
取り組んでまいります︒
なお昨 年は︑当 法 人が設 立四十 周 年を迎
えることが出来ました︒これもひとえに︑
ご利
用者様及びご家族様をはじめ︑地域の皆様︑
ボランティアの皆 様︑行 政 及び関 係 者 各 位の
ご理 解ご支 援の賜 物であると深 く 感 謝いた
す処でございます︒十月の記念式典では︑
ボラ
ンティアの皆様への表彰︑
特別養護老人ホーム
芦 花ホーム常 勤 配 置 医の石 飛 幸三様の記 念
講演︑
職員の事例研究発表を行いました︒四
十周年は通過点でありますが︑
これから先の
課題もあります︒最近は介護の担い手となる
人 材 不 足が相 変わらず 深 刻です︒介 護サー
ビスは単に人 手があれば良いという ものでは
なく︑専門知識や倫理観︑人間性を持った人
が必要とされています︒
一方︑
福祉施設といえ
ども製造業並みの生産性向上にも取り組み
ながら︑
満足度の高いサービスの提供を行って
いかなければなりません︒役職員の力を結集
し︑
新たな時代を切り開き︑
飛躍する法人の
礎を築く一年にしていきたいと思います︒皆様
方の尚一層のご指 導︑
ご厚 情を賜り ますよう
お願い申し上げますと共に︑
ご健康とご多幸
を祈念いたしまして新年のご挨拶とします︒
令和 三年 元旦
社会福祉法人 遠江厚生園
理事長 大石 英二

遠江厚生園

社会福祉法人

遠州の園／第二遠州の園／楽寿荘

新 年のごあいさつ
石飛幸 三先生によ る記 念講
石飛幸三先生による記念
講演
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ンテ
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ィア表
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居宅介護支援
事業所って
〜 地 域との 橋

渡し 〜

居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）は、介護が必要になった人が、住み慣れた地域
で自分らしく生活が出来るように、ご本人様から今までの生活、現在の状況、
「これから
どのような生活を送りたいか？」をお聞きし、必要なサービスにつなぐ仕事をしています。
コロナ禍の為、中止になっていますが、地域の会議に参加して、地域の暮らしの様子を
共有していきます。
今後も地域と介護サービスをつなぐ橋渡し役として支援させて頂きます。
第二遠州の園 主任ケアマネジャー 鈴木さゆり

遠州の園

第二遠州の園

遠州の園居宅介護支援
事業所では現在4人のケア
マネジャーが、主に磐田市
の城山・向陽地区にお暮ら
しの高齢者様の担当をさ
せていただいております。
介護・医療・保健サービスを適切に利用することができよ
うに、ケアプランの作成を行い、お暮らしの地域で安心
して在宅生活を送るための支援をしています。
遠州の園 主任ケアマネジャー 真栄田里加

ウイズコロナへの取組み
法人施設では長期の感染に備えた対策を実践して
います。常時、検温等の健康観察、手洗いやアルコー
ル消毒、マスク着用、換気等を行っており、飛沫感
染や接触感染、近距離での会話への対策としてアク
リルパーテーションやフェイスシールド、検温には
直接体に触れずに測定できる検温検知器を活用して
います。
日常生活の中で感染症対策を心掛けていくことで
自ら感染から身を守り周囲へ感染を拡大させないこ
とで、大切な方々の命を守ることにつなげます。

フェイスシールド

介護が必要になってい
るけ れど、何をどうして
良いのか、不安を抱えて
いる方が多いように思い
ます。それぞれのご家庭
にあわせて、介護保険制
度の仕組みを伝え、今、必要と思われる事をご提案し、
今後の生活が安心して送れるように、日々の生活を見
守り支援させていただいています。
第二遠州の園 ケアマネジャー 寺田幸子

法人本部
中堅職員研修開催！
中堅職員研修を入職 3 年目と 7 年目の職員を対象
に実施しています。本年度の 3 年目職員の研修は 8
月に「法人理念の理解」と「利用者様側からの介護
の視点」について開催しました。実際に高齢者疑似
体験教材を装着し高齢者の体の動きの状態や、見え
方、聞こえ方等体感し、周りからの刺激が少なくな
ることによる心の孤立感まで学ぶことができました。
7年目職員の研修は12月にコン
プライアンスについて外部講師を
お迎えし開催し
ました。自 分 自
身を振り返るこ
とができる研修
会となりました。

マウスシールド

事務職員研修会を開催しました
10月26 日に遠州の園地域交流室「大地」にて遠
江厚生園事務職員研修会を開催しました。
法人松本監事、佐野監事と３施設の施設長はじ
め、各施設の事務員が研修を受講しました。
今年度は当法人の顧問会計士でもある杉山公認
会計士事務所の公認会計士 杉山明喜雄先生に法
人経理規程・契約事務細則等について丁寧にご指
導をいただきました。現在行っている経理事務につ
いても助言をいただき、コンプライアンス遵
守で業務を進めていくことの重要性を再認識
しました。大変に有意義な研修になりました。

噴霧器
検温検知器

ダンボールパーテーション

アクリルパーテーション

特別養護老人ホーム

遠州の園
1

2

ミニ

大人の学校

〜草木染めに挑戦〜
布に「絞り柄」をつけるため
ゴムで縛ります。

4

玉ネギの皮をネットに入れ
煮出します。

3

煮出し汁に縛ったままの布を
入れ煮ます。

玉ねぎの皮を使った草木染めに挑戦しました。
ハンカチの模様は輪ゴムの縛り方で様々な形を作ることが
でき、単純な模様でも、一つとして同じものはありません。2
枚のハンカチを染め、1枚はご家族様へプレゼントとしてお送
りしました。
染め上がったハンカチを見て、
「あら、素敵ね」
「この縛り方
をするとこう染まるのね」など会話が絶えず楽しい時間を過
ごしました。

ミョウバンで色止めし、乾かします。

特別養護老人ホーム

第二遠州の園
秋祭り
〜お御輿担いでワッショイ！〜
11月11日に、今年初めて秋祭りを開催しま
した。
職員が「ひょっとこ」や「おかめ」になり、お囃
子に合わせて踊りを披露！皆さんの近くへお
御輿を担いでまわり、お祭りムード一色でした。
たこ焼き、ラーメン、甘酒、バナナデザートの
屋台で、皆さんお好きな物を色々と頼まれてい
ました。
皆さん全員に当たる「くじ引き大会」も開催
しました。何が当たるかドキドキ、ワクワク！賞
品を受けとった方は、満面の笑みでした(*^^)v

養護施設磐田市老人ホーム

楽 寿 荘
運動会
〜「赤」勝て、「白」勝て〜
10月27日の秋晴れの中、紅白に分かれて
運 動 会 を 行 いました 。友 の 会 から頂 い た
「しっぺいTシャツ」を着て、
日頃の自粛を吹き飛ば
すように張り切り、皆
さんとっても楽しそ
うでした。幾つになっ
ても 勝 つ の はうれし
いですね……！

がとうございます
り
あ
様
皆
（令和 2 年 9 月〜 11 月） 敬称略

寄

付

〔遠州の園〕
小藪（プルタブ）、静岡県茶商工業協同組合（お茶）、静岡県温室農業協同組合磐田支所（メ
ロン）、遠州中央農業協同組合（新米）、浅利（プルタブ）、静岡県温室農業協同組合ク
ラウンメロン組合支所（メロン）、相場（食品）、匿名（排泄用品）、野中（毛糸）
（株）杏林堂薬局（シルバーカー）、青島（さつま芋）、堀内（さつま芋）
〔第二遠州の園〕
静岡県茶商工業協同組合（お茶）、稲葉（巾着袋）、匿名（排泄用品）、静岡県温室農業
協同組合磐田支所（メロン）、匿名（週刊誌）、山田（さつま芋）
〔楽寿荘〕
静岡県茶需要創出推進協議会（お茶）、静岡県温室農業協同組合磐田支所（メロン）、静
岡県温室農業協同組合クラウンメロン組合支所（メロン）、遠州中央農業協同組合（新米）

〜たわわに実りました〜

ボランティア
〔遠州の園〕
堀内（焼芋）
〔第二遠州の園〕
村田（生花）
〔楽寿荘〕
磐田市仏教会（彼岸供養）、顕修寺（草
刈り）
＊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、縮小させていただきました。

地域の農産物をいただきました♡

6月に植えたもち米の稲が、黄金色に実
り10月29日に無事に稲刈りをすることが
できました。稲刈りを経験したことがない
職員は、入居者様からの指導を受けながら、共に楽しく稲刈
りをしました。「昔はこうやって鎌で刈っただよ。」「畦
（あぜ）でおにぎり食べたやぁ♪」との声が聞かれました。
稲わらは、乾燥させて正月用のしめ飾りを手作りしました。

楽寿荘

新米！メロン！深蒸し茶！
ありがとうございます。
10月に新米やメロン、深蒸し茶をご寄
付していただきました。住んでいる地域
でとれた安心、安全でおいしい農作物に
皆様大喜びでおいしくいただきました。

静岡県茶需要
創出推進協議
会
遠州の園

第二遠州の園

第二遠州の園
商工業協同組合

静岡県茶

遠州の園

法人内3施設合同防災訓練実施！
！
10 月 19 日に法人として初回となる
「3施設合同防災訓練」を行いました。
当日は小雨の降る中、台風やゲリラ豪
雨等の風水害により、第二遠州の園が床
上浸水する事を被災想定とし、救援要請
を受けた法人本部が災害対策本部を設置
し、救援指示を発令しました。使命感と
緊張感の入り混じる心境で各施設の職員
が第二遠州の園へ救援に向かい、無事に
訓練を終了する事が出来ました。
南海トラフ地震発生率の上昇や、台風
の大型化等による様々な被害が懸念され
る昨今、常に「備えあれば憂いなし」の
精神を忘れず、今回の経験と反省・検証
項目の内容を今後に活かしていきます。
遠州の園 防災対策委員長 齋藤浩志

遠江厚生園

特別養護老人ホーム

明けましておめでとうございます。昨年は世界的に新型
コロナウイルス感染症が蔓延し、当法人施設でも感染予防
のためいろいろな対策をさせていただきました。そのよう
な中で少しでも施設内での様子をお伝えするように心掛け
て『曙』を発刊してまいりました。
お正月に『福笑い』を楽しんだ思い出がありますが、
「笑
う門には福来る」といわれています。笑いが免疫力を高め
る効果があるそうですので、眉間のしわを忘れて笑って元
気に過ごしたいと思います。今年もよろしくお願いいたし
ます。
（青木）

URL http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp

特別養護老人ホーム

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

静岡県温室農業協同組合
クラウンメロン組合支所

編 集 後 記

2月24日に法人内施設の事例研究発表会を開催します。今
年は『コロナ禍での対応』や『ショートステイでの過ごし
方』等のテーマで発表する予定です。

住所
TEL

楽寿荘

遠州の園
遠州中央農業協同組合

事例研究発表会を開催します

社会福祉法人

遠州の園

第二遠州の園
静岡県温室農業協同組合
磐田支所

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

