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駐車場＆遊歩道ができました・介護福祉研修会 ❷

❸【2階特養】2月3日は節分の日他

❹

【小規模特養】初詣に行ってきました！他 ❺

【デイサービス江上】お料理作り＆おやつ作り他 ❻

【グループホーム江上】初詣に行きました他 ❼
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【デイサービス白南風】餅つき大会開催！・初詣

10【サンホーム権常寺】もちつき・Xmas会・お正月
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【グループホーム新谷】もちつき・初詣
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いつでも、ご相談・お問い合わせ下さい。
★サンホーム江上のFacebook（フェイスブック）が
　出来ました。よければ　　　　　をお願いします。
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❾

【ショートステイ】利用者様の声・職員紹介

ハウステンボスより車で約5分・ハウステンボス駅より車で約10分

表紙題字筆者 理 事 長 コ ラ ム
　「一樹百穫」人材育成がいかに重要であるかという2000年以上前に説かれ
た管子の中の一節です。
　この一節は実は「一年の計は穀を～十年の計は木を～終身の計は樹を～」
となっている福祉に限らず人手不足の現在、各業種とも長期の計を考えるま
でには余裕がない、それは理解できる。しかし管子の別の章では「人手と人材
は異なる、人は育ててこそ人材となる」と説いている。
　専門的な技術、知識を仕事現場に生かす事が出来るまで育ててこそ人材と
なるそうだ。
　新人のみではなくベテラン職員全てをレベルアップ、育てて行く事が法人
の役目だ。
　安心してサービスを受けられる事の基ではないだろうか。江寿会にもこの
春、新人が入社してくる。ありがたいことです。
　日々の業務に追われ大変だろうが、焦らず少しずつ成長していってもらい
たい彼らが主任クラスに成る頃、私は定年の年になる。「忘るることなからし
めん」皆最初は新人であった事を先輩達忘れないで下さい。

良く食べ、良く学び、良く
寝る事だと思いますよ。
皆さんに感謝です。

● 4月～6月の行事予定 ※都合により変更する場合がございます。

小規模特養

デイサービス

デイサービス
白南風

特養（多床室）
ショートステイ

グループホーム
江上

グループホーム
新谷

グループホーム
権常寺

4月 5月 6月
◉桜花見

◉つつじ花見会

◉母の日おやつ作り

◉菖蒲湯　　◉家族会

◉父の日おやつ作り

◉紫陽花花見

◉つつじ花見

◉足湯ドライブ

◉菖蒲湯　　◉母の日会
◉おやつ作り
◉江上小学校運動会見学

◉茶市見学

◉ユニット交流会

◉料理作り

◉おやつ作り

◉料理作り　◉ピクニック

◉おやつ作り

◉料理作り

◉おやつ作り

◉花見 ◉ドライブ（つつじ）

◉早岐茶市

◉梅市

◉桜花見ドライブ ◉森きらら外出

◉つつじ花見　◉茶市

◉あじさい花見

◉つつじ花見　◉梅市見物

◉桜花見

◉いちご狩り

◉つつじ見学 ◉菖蒲見学

◉桜花見

◉誕生会

◉菖蒲湯　　◉誕生会
◉茶市外出　◉川棚温泉足湯
◉お茶会　　◉母の日会

◉紫陽花花見

◉誕生会

【長生きの秘訣】

小規模特養 山口テイ様コメント
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　平成30年1月13日（土）に社会福祉法人 江寿会の新年祝賀会が開催
されました。

　今までグラウンドだったグループホーム裏が整備され駐車スペース
と遊歩道ができました☆☆
車椅子でのお散歩がとても楽になり大好評です♪

　第1回 介護福祉施設東部地区合同研修会を行いました。今回の
テーマは第1回という事もあり「認知症について（基本編）」でした。
　外部から沢山の施設のご参加を頂き、講義・グループワークと学ぶ
中で、交流や意見交換ができ皆様のご協力のもと、無事に終える事が
出来ました。

勤務継続10年を迎える職員の表彰を行いました。

同じ部署の先輩と新人による、叩いてかぶってじゃんけんポン。
先輩の胸を借りるつもりで新人も先輩も楽しく参加しました！
理事長と施設長の対決では笑い有りで、見どころ満載でした。

職員による余興も行われ、キレの有るダンス
が披露されました。
他にも、くじ引きが行われ、当たった人も外
れた人も楽しまれていました♪

平成30年 社会福祉法人 江寿会 新年祝賀会 駐車場＆遊歩道できました駐車場＆遊歩道できました

第1回介護福祉施設東部地区合同研修会

ここが駐車
スペースです♪

こりゃよか
眺めばい☆

ダッシュも
できます！
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2 階特養

職員紹介

2月3日は節分の日♪

甘いパンケーキは
いかが？？♪

福は～内！
！！

鬼は～
外！！！

美味しい！

甘い～♪

邪気が入りやすい季節の変わり目！
大豆に見立てた新聞ボールで鬼を追い出しました♪
皆様大きな声で｢鬼は外！福は内！｣と叫びます。
でも心優しい皆様、最後には鬼にも｢大丈夫ね？｣と優しく
お声をかけておられました♡

パンケーキに可愛く飾り付け♪
クリームが多い方やチョコをたっぷ
りのせる方
美味しい食べ方に個性が溢れます♪
美味しい物を食べると自然と笑顔が
いっぱいに♡
今度は何を食べようか～♪
なんて食の話で
大盛り上がり♡

事務員として勤務しております。 田川　恵です。
入社して2年目になりますが、日々勉強させて頂く事ば
かりです。
まだまだ未熟ですが、皆様のお役に立てれるよう
頑張りたいと思います！　宜しくお願いします。

ショートステイ
利用者様の声

New Face 職員紹介

♥結婚しました♥

職員の皆さんに元気をもらっ
ています。朝とお昼の体操の
たのしみか～♪体を動かすと
の良いとよ～。

サンホーム江上 13年目になりました。
２児の父をやってます。橋本和明です。
ご利用者様に愛され支えられここま
でやって来れました♪ありがとうござ
います！これからもご家族様、ご利用
者様に少しでも力になれるよう全力で
サポートさせていただきます！！

1月からショートステイより異動にな
り施設ケアマネをさせて頂いていま
す。辻愛子です♪
送迎や現場にもちょこちょこ顔を出し
ますので、見かけたら変わらず声をか
けて下さい。これからもどうぞよろし
くお願い致します。

今回の記事は、普段からショートステイを利用してくださっている
利用者様の声を載せています。
皆さんに褒められすぎてムズムズします（笑）
これからもショートステイを宜しくお願い致します。

皆と一緒に話をするとの楽し
いとよ。まだまだ長生きせん
ばね～♪これからもよろしく
ね～☆

ショートステイ担当の寺井嵩貴です。
昨年12月に無事結婚式を挙げる事が出来ました。
これから一家の大黒柱として公私共に頑張ります！

皆と一緒にいるのが楽しいと
よ～♪お兄ちゃんいつもあり
がとね～☆ご飯の皆で食べた
らおいしかよ～。

3月よりショートステイへ配属となり
ました。中村理恵です。デイサービスか
らの異動でまだわからない事が沢山
ありご迷惑をおかけするかもしれませ
んが皆様が笑顔で過ごして頂くよう精
一杯頑張りますのでどうぞよろしくお
願いいたします。

稲澤 須那子様（93歳）福田 フミエ様（90歳）松永 キミエ様（94歳）

橋本和明

辻　愛子

中村理恵

幸せ
イッパイです♥
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　さる1月20日、早岐の
住吉神社に初詣に行って
参りました！1月としては
比較的暖かく、好天にも
恵まれ沢山の願い事と、
残念ながら来れなかった
入居者様の分も家内安全
を祈願してきました。宜
しくお願いします。

　2月3日、節分にちなんで豆まきを行いました！皆様非常に楽しみにされており、職員二人が鬼に扮し外
から入ってくると、手に持っている豆を投げ鬼を成敗されていました。中には、鬼と仲良くされる方もいて
（笑）賑やかで和気あいあいとした節分豆まきと相成りました。最後には恵方巻きならぬ恵方ロールを皆
様で食され、今後の無病息災を願いました。

小規模特養

職員
紹介

初詣に行ってきました！

節分・豆まき・鬼退治！

デイサービス江上
毎日をいきいきと過ごして頂けますように、様々な活動を行っております。　
楽しく笑顔で取り組んでおられます。

～お料理作り＆おやつ作り～

音楽の誘い
ピアノ演奏ボランティア

（とみた　ぎんじろう）

Q 介護の仕事を始めたきっかけは？
　妻の影響もあり、この仕事はなくならないと思ったから。

Q 介護の仕事をしていて良かった事は？
　この仕事を始めて、家でも祖母に対して出来る事が増えた事。

Q 趣味・特技
　趣味は釣りです。特技これといってなし。    

富田 銀次郎

江上大島の貼り絵を制作中です

諸藤先生は吉井町から、毎月一回のペースでお越し頂いております。音楽
を通じて、交流が出来る時間です。ご興味のある方は、デイサービスホー
ルに集まり下さい。

「サンホーム江上は島やったね」とか、「どがん形
やろか」など話しながら、皆様と一緒に作ってい
ます。完成が楽しみです。

みんなと笑顔で♪
踊って歌って♪

四季を楽しみましょう。

炭坑節とか、
ほんに

なつかしかよ～

ほんなごて、
うまかごたるね

なんでん
うまかよ～

おなか一杯になられた後は、
一息休憩され、その後、百歳体
操に取り組み、よく身体を動か
されています。



Sun Home Shingae

TEL （0956）26-6177
川棚町新谷バス停より

徒歩20分
長崎県東彼杵郡川棚町新谷郷1700番地2

新谷バス停 特攻殉
国の碑

←

特攻殉国の碑

大串駅

大村線 至川棚

東彼観光
年金整備工場

至ハウステンボス
（特攻殉国の碑の看板が目印です）
新谷交差点

ココ

205

東彼観光
年金整備工場

特攻殉
国の碑

←

信号から架道橋を
通り右折。
さらに約500ｍ先右折。
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グループホーム江上

職員紹介

北田　昭子 　 松永　裕樹

北田：友達に誘われたから。
松永：祖母の入院をきっかけに。

Q：この仕事を始めたきっかけは？

北田：友達の輪が広がった事。
松永：ご利用者様と楽しくお話をしている時。

Q：この仕事をして良かったことは？

北田：ＴＶを見る事、ショッピング
松永：バドミントン

Q：好きな事や趣味は？

　今年も、ホーム内にてもちつきを行
いました。たくさんの御家族、地域の
方々と楽しく交流を図ることが出来ま
した。今までの中で一番多く参加して頂
き、御家族様・地域の方々あっての施設
としみじみと感じる行事となりました。

　今年も、ホーム内にてもちつきを行
いました。たくさんの御家族、地域の
方々と楽しく交流を図ることが出来ま
した。今までの中で一番多く参加して頂
き、御家族様・地域の方々あっての施設
としみじみと感じる行事となりました。

 

サンホーム新谷サンホーム新谷
グループホーム しん　がえしん　がえ

グループホーム しん　がえ

サンホーム新谷
入所・利用に関するお問い合わせ先

初詣に行きました

もちつきもちつき

　年初めの行事として住吉神社に初詣
外出を行いました。楽しみにされてい
た方もおられ、お参り時も今年の抱負
を真剣にお願いされておられました。
中には、御家族の健康を祈願しお参り
され、ニコニコと職員に「来てよかった
～」と話して下さいました。

　年初めの行事として住吉神社に初詣
外出を行いました。楽しみにされてい
た方もおられ、お参り時も今年の抱負
を真剣にお願いされておられました。
中には、御家族の健康を祈願しお参り
され、ニコニコと職員に「来てよかった
～」と話して下さいました。

初 詣初 詣

　広田にある住吉神社にご利用者様とお参り
に行ってきました♪
　利用者様皆様で手を合わせて健康などをお
願いされていました。
　元旦には職員手作りのおせち料理が振舞わ
れ皆様美味しそうに食べられていました☆  

豆まきを行いました
　2月3日は節分！ということでグループホーム
でも豆まきを行いました！
　職員扮する鬼に対し、優しく豆を差し出す方も
いらっしゃれば、全力で豆を投げられる方もい
て、皆様とても楽しまれていました♪  
    

全力投球！！
鬼さんにも
豆をどうぞ♪
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TEL（0956）76-7096佐世保市権常寺町1087-3

担当：岡 利政
FAX（0956）76-7097

エレナ
山祗店

山祗町
バス停

山祗
神社

山祗
公民館

山祗簡易
郵便局

白南風
小学校 〶

ココ

（体験利用は、昼食代500円のみ自己負担となります。）
お気軽にお電話ください。

担当：田渕
TEL （0956）59-7000長崎県佐世保市山　町392 FAX （0956）59-7001

【お問い合わせ時間】 8:30～17：30まで（日曜は休業です）
Sun Home Shirahae

体験利用
見学受付中！

サンホーム白南風サンホーム白南風
し ら は えし ら は え

Sun Home Gonjyoji

ごん　じょう 　じごん　じょう 　じ

ごん　じょう 　じごん　じょう 　じ

入所・利用に関するお問い合わせ先

グループホーム

グループホームデイサービス

職員紹介 山田　和昭 金子　栄子

餅つき大会開催！

初詣
　今年も白岳神社へ初詣に行ってきました！
　大寒波の影響もあり雪が多く降ったことから延期をしながらも無事に行く
ことができて安心しました。「今年はまだ行ってなかったとよ」と嬉しそうに
お参りされていらっしゃいました。今年も健康でいい年になりますように。  

　12月末の寒い時期での行事にも関わらず、屋外での行
事に利用者の皆様も積極的に参加して下さいました。
　力強く餅をつかれる方もいれば、熱々のお餅を綺麗に丸める方もいて、そ
の一生懸命な姿を見る事ができて、私達も負けられない！という気持ちにな
りました。
　地域のグループホームの方々やグループホーム権常寺にも参加して頂きと
ても盛り上がりました！

もちつき

Xmas会

お正月

頑張ってみんなでケーキを作りました。

今年も皆さん元気でありますように！

昨年の6月から権常寺でお世話に
なっています。今までグループホー
ムでの経験がないので、まだまだ足
りない部分がありますが、利用者様
がひとつでも多く喜んで頂けるよ
うに頑張ります。

権常寺の開設と共に勤務しておりま
す。グループホームは未経験で戸惑
うこともありますが、利用者様や他
スタッフと楽しく過ごさせていただ
いています。これからも、他スタッフ
と協力しながら頑張っていきたいと
思います。

デイサービス白南風
の餅つきに参加しま
した。


