2017. 10.31発行

第57号

地域貢献：オレンジ志縁隊・げんき志縁隊・せいかつ志縁隊、
・おでかけ志縁隊、
たまり場岐志・桜野・姫島茶所、おこもりカフェ岐志浜

8月5日

志摩園夏まつり

糸島の魅力の奥深さ
音楽がもたらすリズムと感情を伝える熱狂的かつ
芸術的ダンスは
真夏の夜の夢のよう

8月5日

志摩園夏まつり

まさに、
準備から本番まで緊迫感が漂う今年の夏祭りでした。
原因は迷走台風5号 …、
でも願いはちゃんと成就しました。

雨だけでなく、風にも備えて設営
職員、ボランティアの皆様ありがとうござました

番！
本
ざ
い

ミニオンズ をモチーフの
司会の二人。
キャラクター
のような人気者に …

当日の糸島市の気温は最高38.9℃。
日本一熱い日でした

月形祐二糸島市長からご祝辞を
頂戴しました

演芸の開幕は糸島農業高校太鼓部の皆様による和太鼓演奏

この季節の三線は
特に感動します。
プレイ中の皆さんとてもカッコイイです。

沖縄三線演奏

バトントワリング

砂川勝廣様

JBミラクル様

時折強い風が吹くなかのバトント
ワリングはより難しかったと思いま
すが見応えありました
赤と黒のキラキラ衣装にも注目！
波多江小学校で週2回練習しています

ロックソーラン節
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年齢や学校
を超えて
大好なダン
スを楽しん
でいます

ヤ
アー タ様
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舞台のトリは、やはりベリーダンス。まつりはクライマックスに
※九州北部豪雨災害復興活動支援のため、夏まつり売上金の一部とご来場者からの活動支援への
ご寄付を福岡県社会福祉協議会を通じて被災地域の社会福祉協議会に寄贈させていただきました。

身近にあったお店の廃業・撤退等で食料品その他日常生活用品の買物が不便に
なったり、また自動車運転免許証の返納などで移動する手段そのものがなくなり、
暮らしの中のふつうの用事も済ますことさえ、当たり前のようにできていたことが
そうでなくなることもあります。
これは個人ではなく、社会の責任として解決する必要があると考えました。

住み慣れた場所で暮らし
続けるために必要な条件です

行きたいところに自由に行けること…

《引津校区自主運行バス事業要約》

事業名

：

糸島市自主運行バス事業

運行主体

：

糸島市

事業運営団体 ：

ひきつ

志摩・引津校区に自主運行バスが走ります

10/10 出発式

事務所
会員
引津校区区長、
引津校区振興協議
会推薦者及びボランティアスタッフ

目的
公共交通不便地域の縮減

運行ルート

：

引津校区自主運行バス協議会
引津公民館
便数

火曜と金曜日にそれぞれ午前1便、
午後1便運行

利用方法
基本は前日までに電話で利用の予約
をしていただき、
利用当日ルート毎に
決められた停留所で乗車待ちします
（予約がなくても定員内であれば乗車できます）

野辺福の浦ルート
（片道約40分）
と
寺山ルート（片道約30分）
の二つで、
志摩イオンまで行きます。
1時間後に
帰りは志摩イオンから出発します。

利用者
運行車両に乗降できる方で8名まで
（車いす対応の車両ではありません）

運賃
無料

協議会設立総会の月形市長挨拶要旨

9/27
交通不便地域の皆様の移動権の確保
が課題でしたが今回の自主運行バス
の実現で課題の解消と福祉の向上に
資するものと考えます

※10月〜12月までの試験運行をふまえ、細部の見直しがあるかもしれません

◆ 志摩地域の複数の社会福祉法人がバス運行に運転手や助手として協力します
社会福祉法人の一層の地域社会への貢献が求められていく時代に、地域のニーズ
に「地域住民と社会福祉法人が協力して、また法人同士が連携して地域貢献に取
組む点も革新的であり、他の地区の模範となる」ことが期待されています
◆ さらに細やかな外出支援の必要性 〜志摩会の おでかけ志縁隊 結成
ご自宅から停留所までや車いす利用の方の移動の支援も課題になります

料理で “記憶にのこる活動”を
き！ 〈地域ケア こりん神在〉
い
いき
こりん神在が大事にしていること、
それは「記憶に残る介護」。
ご本人、ご家族、
そして

タイル

職員が共有したいと考えている価値です。
かつて、ラーメン店を経営
されていたOさん。こりん
でも調理活動のなかでその
腕前を振ってくれます。

自立支援の一つのス

“おばあちゃんが作ったラーメンが食べたい”お孫さ
んの一言が料理人魂を賦活させました。
なにかのカタチで実現できないか、このエピソー
ドをご本人を取巻く人たちが共有、理解して、話合い
を重ねました。

そしてこの度、こりんを出て、本物のラーメン店を店休日にお借りして、存分に
その腕前を再現する機会をつくりました。
復活

味幸ラーメン

「営業時間」11時〜13時
顧客：ご家族ほか、
ご本人を
取巻く約40人の方々
トッピングのチャーシューや煮卵は
前日からご本人が手作りしました

看板も準備完了

ご利用者もご相伴に

早良区にあった味幸ラーメン、私も食べて
いました。これもご縁ですね。
ご本人：息子たちにも食べさせることができてよかった。
ご家族：義母のラーメンを作る姿は新鮮でした。
この日は家に帰った後も本人は相当喜んでいまし
た。
こりん：半年かけて準備した甲斐がありました。ラーメン
を作っている姿、ご家族に囲まれている姿もとて
も幸せに見えました。

なおちゃんラーメン
おばあちゃん︑おいしか
った︒もう作らんと？

オーナーの
脇山店長様

special thanks

おこもりカフェ岐志浜
おこもりカフェ岐志浜は、
向こう3 ヶ月ごとの
週替り
メニューを用意して皆様のご来店をお待ちしています

暦はもうすぐ立秋 … 新たな3 ヶ月メニューの始まりです。
第43回 （8/5）

地域合同七夕まつり

夏休み真っ最中の子供たち
は元気いっぱい。
ファインダー越しのシーン
は私が子供の頃の昭和その
ものでした

車2台に分乗して皆さん一緒にお出かけ。
第44回 （8/19） 伊都国歴史博物館見学行
博物館4階からの景色は稲は青々して弥生の原風景の様でした

第46回 （9/16）

出発前の昂揚感 イイですね
第45回 （9/2）

（10/21）

第48回 大人の塗り絵

秋 の画題からご自分の
昭和 を題材にクイズ
思い出多き時代でした 好みを選択。楽しい悩みに

内浜落語会様

粗 忽 家 勘 春 さん

第47回 回想クイズ

粗 忽 家 勘 心 さん

絵本、紙芝居、
歌といずれも惹き込まれます
（10/7）

敬老寄席

ボランティアG 絆様

本日のお客の笑いのレベルは
中の下 と品定めされて開演

連載
企画

いろんな職種から見た

介護の仕事

ー

リレ
職員

（第14回）

志摩会に働く170人余りの職員の皆さんに仕事や職場、仲間への思いなどを
語ってもらっています …
30 年間の事務仕事を辞め、介護の仕事を選びました
の役に立つ仕事をと強く思い、 ◆若手からパワーをもらい、自
この道に入りました。
分の健康管理をしっかり行い、
◆志摩園の元職員の叔母が志
元気と笑顔をモットーにコ
摩園への背中を押してくれて、 ミュニケーションをとって入
感謝しています。上司も先輩も
所者の方が安心して過ごせる
優しく、時に厳しく指導して頂
よう仕事を続けたいと思いま
き、とても信頼と安心して仕事
す。
辻
が出来ます。入所の皆様も毎日
◆入所者と一緒におしゃべり
（特養 介護職員）
の変化がみられ、その都度職員
し、笑顔を引出し、お互い大き
な声で笑うとストレスはなく
◆入職7年目です。家族を在宅 皆で話合い、解決していますの
なります。休日は可愛い孫と遊
介護や在宅医療を利用しなが で、一日があっという間に過ぎ
び、韓流ドラマを見ています。
ら介護した経験から、もっと人 ます。
介護は特に興味はありませんでしたが、安定した仕事とは何かと考えました
持って答えを見つけていこう
寄せました。私にはわからな
と思います。
いご本人だけの世界が確実に
そこに存在しているのです。 ◆幸せを感じる時間は小説が
完成したときです。誰かに見
どんな世界、どんな空間なの
せるわけでもなく、自分だけ
だろうとのめり込んで行きま
の世界に入り、誰の思考にも
した。
城田
邪魔されることのない場所。
◆志摩園では入所者の方と一
（特養 介護福祉士）
◆自分を表現することが苦手
緒に過ごす時間が増え、私の
◆介護系の短期大学に進学し 探究心もそれに比例していき
ですが、小説の中に幸せな自
て、実際に高齢者と関ってい ます。人間の生と死を身近に
分の物語を描いている気がし
ると介護の意識が変化して、 感じ関れる介護の仕事は特別
ています。
とりわけ認知症の人に関心を であり、自分に誇りと責任を
介護福祉士受験準備とジャニーズに夢中です
年は5回ほど、去年は数えきれ
ました。ご利用者の“有難う”の
ないくらい参加しました。ドー
言葉を聞くととても嬉しくな
ムツアーは全て制覇。
り、もっと頑張ろうという気持
旅 行 はTDLやUSJな ど が 多 い
ちになります。
ですね。今年10月は韓国に行っ
◆実務者研修を終え、来年の国
尾崎
てきま～す。
家試験に挑戦です。勉強は苦手
（特養 介護職員）
有休休暇は殆ど使わず、夜勤
ですが、少しずつ頑張っていま
明けと続く公休を利用して十
◆志摩園で働きはじめて4年目 す。
分活動できます。好きなことを
です。看護師の母の姿を見て、 ◆好きなことは旅行やLiveに
したり、好きなアーチストに会
私も人の役に立てる仕事をし 行くことです。因みにジャニー
う、私の元気の源です。
たいと思い介護の仕事を選び ズのKis-My-Ft2の大ファン。今

10月11日

逞しく成長しました

ビブス返還式
この4月に新卒採用した職員の自立のと
き。先輩たちもほぼ計画どおりの育成成果
にひと安心 …

夜は懇親会！
柴田
（介護職員）

研修中 ビブスを卒業したこれからが皆
さんの真価を問われます。理論と行動力、
そしてアイデアを発揮して仕事もプライ
ベートもメリハリつけて、楽しんでほしい
と思います。

野田
（介護職員）

たからんたま志摩収穫祭のお知らせ
とき：平成29年11月18日
（土）
午前10時30分から
ところ：たからんたま志摩広場

岩下
（事務職員）

どんな事にも柔軟に対応出来る
様な職員になりたいと半年前に決
意しました。ですが、思っていた以
上に難しかったです。先輩方のご
助言で働きやすさと楽しさを実
感、私は感謝の気持ちをもって頑
張ります。
初めての介護の仕事で緊張して
いましたが、先輩方がとても優し
く、楽しく仕事ができています。そ
して、4月の目標のとおり、ご利用
者に沢山の笑顔を与えられる介護
職員になりたいと改めて思ってい
ます。
電話応対など初めての事ばかり
で失敗もありましたが、少しずつ
慣れて来ました。でもそこは油断
禁物と自分に言い聞かしていま
す。
今後は伝票作成や会計業務など
更に業務を広げるべく成長しま
す。

【編集後記】 法人ホームページのリニューアル作業を進めています。先だって特別
養護老人ホームをはじめ、在宅サービス事業所も含めての職員インタビューと動画
撮影が行われました。成果は、
「人が集まる職場」を訴求するものです。
ビデオカメラの前で（カンニングペーパーを見ずに）しゃべることの難しさを存
分に味わいました。私も何回取り直しをお願いしたことか。しゃべろうとしたセリ
フが全く飛んでしまうのでした。よくテレビでドラマ撮影時の失敗シーンなどを放
送する番組がありますが、あれと同じ状態です。ドラマのセリフは脚本どおりに一
言一句間違わずに喋らなければいけないことに比べれば、今回は自分の言葉で表現
してもらっていいですよ、テイク1、2で言葉が変わっても大丈夫ですとインタビュ
アーの方は言ってくれるのですが、小市民の超気まじめな私たち… 何度経験して
もビデオカメラの前では「もうあきまへん」
。
インタビューに協力していただいた ビジュアル系 の職員の皆様も自分の収録
がおわるまで気が気でなかっただろうと察します。
また、その間、通常業務をきちんとまわしてくれた全職種のスタッフの協力にも
感謝します。
職員の緊張をほぐし、誉めて集中力を高めていただいた撮影クルー
の皆様もそんなこんなで予定していた帰りの新幹線の便に間に合わな
くなってしまいました。予定外の博多1泊追加で博多ラーメンをご堪能
されたことでしょう。ご協力いただいた全ての皆様、ありがとうござ
いました。おかげでチキンハートも少し克服できたかも。
（Ａ・Ｋ）

