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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

加布里小認知症サポーター養成講座/志摩会オレンジ志縁隊

《 どれだけ認知症のことがつらいかがわかりました。
毎日認知症の人を守ってあげてください

…

認知症のお話を聞いたり、認知症の人が主人公の劇を見て、
生徒さんたちは自分の祖父母や自分自身に置き換えて、
受け止めてくれました

》

射的の腕前はサイコ―！見事2等の
景品を獲得

肌感覚は実相に

師吉区子供会、糸島市青年団、志摩の輪他
ボランティアの皆様ありがとうございました

明

杞憂でした

収穫祭

理事長 黒 澤
大 晦 日 の 天 声 人 語 は︑
﹁人 間 に は︑二 通
りの時間の感じ方がある︒
一つには未来に向かって直線に進んで
いく時間︒もう一つは毎年毎年︑循環す
る時間である﹂と︒
まさに今の私たちがこの時間軸のスパ
イラルにある状況です︒
私たちを取り巻く外部環境は国の改革
工程に乗っかかって変化のスピードが早
すぎます︒２０２５年モデルと地域包括
ケアシステム構築を基盤に国の医療︑介
護の政策は進められていたところ︑早く
も２０４０年モデルが示されました︒
これに２０１７年の通常国会で成立し
た﹁地域共生社会﹂の実現が加わります︒
最終的には︑地域包括ケアシステムは共
生型社会に包含されるものと思います︒
そのような時代に存在できる社会福祉
法人とはどのような法人か︑そのために
は何をしなければならないか︑思考停止
は許されず︑着地点をさぐりつつ︑法人
のマネジメントを回しながら︑新しくし
ているのです︒彼のライターさんは﹁目
標ではなく︑待っているとやって来るか
もしれない良いこと﹂を思い描くのもあ
りかと︒肩肘張らず参りましょう︒
ヤキモキ、でも

天気イチバン！

天気予報に

たからんたま志摩

ぴかぴかのヒノヒカリの新
米おにぎり。今年は控えめな
27.5㎏の収穫でした

PCNSU福岡支部の
皆様が志摩園に
志摩園の大切なイベント、PCNSU様をお迎えして、にぎやかに、和やかに
師走の一日が彩られました。

は

版
登場
平成 ストの 老公
ご
ラ

パナソニックグループ労働組合
の皆様ありがとうございました

午後

よもぎ、あんこ、お
ろしと八臼の見事
な柔らかお餅
さつま芋を混ぜてかみ切り易くしました

2018年の出来事がほぼフィーチャリングされた演出の、若いセンスがまぶしすぎ！！

昭和、平成そして新時代へと続く社会貢献活動はこれからも私たち志摩園のお手本です。
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平成30年度第2回入所検討会議の状況
《要介護度別志摩園（定員130名）入所申込者の推移》

《入所待機場所別介護度》 （H30.10.1現在）

1

入所申込の受付状況

今期 ： H30.4〜9までに新規入所申込者数 33名
（うち、
特例入所受付3名）
前期 ： H29.10〜H30.3までに 〃
32名
（うち、
特例入所受付7名）

2

入所状況

3

入所申込辞退あるいは取消状況

H30.4〜9までの入所者数

H30.4〜9月の6ヶ月間

期間中の入所辞退等53名

4

18名

在宅生活継続

21名

他施設入所

10名

入院継続

10名

ご逝去

11名

その他

1名

込みは
入 所 の お 申 シュリ
胃 ろ う 、イ ン ー ン カ
ン 注 射 、バ ル 工 透 析
テ ー テ ル 、人も 受 付
中 の 方 な ど ので、
す
けしていま ご ざ い
不明な点等 遠慮な
ましたらご 相談く
く志摩園に
ださい

入所検討会議で交わされた意見等

①入所申込者の減少傾向は数年前までの特養入所者レベルの要介護状態の方は有料老
人ホームでの受入が進んでいるからではないか
②医療制度改革の流れに沿って特養入所（申込）者の状態像は、相応の医療的ケアが必
要な方もその範疇となり、それに対応できるサービス水準、人材確保・養成が急務に
なる。
他のサービスと差別化を目に見えるカタチで、
説明できるようにする
③これまでの入所申込から入所案内、
入所までのマネジメント方法を根本的に見直す
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志摩中学校
1年生福祉体験活動

地域交流

10〜11月

引津小4年生
2クラスの皆さん

16名の生徒さんが志摩園を訪ねてくれまし
た。第1部は4グループに分かれ、用意していた
トランプゲーム、歌、風船バレー、クイズ等を入
園者の皆さんと一緒に進行しました。
訪問前に小学校にて認知症
サポーター養成講座を開催

第2部

玉入れ、クイズ、 バレー、魚
釣り、ビンゴゲーム等の道具
を手作りしての来園です。
初日は少し緊張した様子で
したが、2回、3回と重ねるう
ちにぐっと距離が縮まりま
した。折り紙や手紙のプレゼ
ントを入園者は大事にされ
ています。

介護体験学習
イスから立上り体験
…この動作のポイントは
何？と質問すると、体を前
に倒す と答えが。
脱帽！！
車イス試乗、操作、介助体験
…初めての車イスを楽
しそうにこいでいました
が、いざ段差昇降では一転
して苦戦の生徒さん。果敢
に挑戦してくれました。

11月度

ありがとう、がんばってね。また来てね

全体会議から

〜介護事故と警察捜査介入〜

分りやすかったと好評でした

糸島警察署地域課
講師として、左から
引津駐在 山崎巡査部長
長糸駐在 荒木巡査部長
可也駐在 中野巡査長
野北駐在 藤野巡査部長

ありがとうございました

施設でご利用者の容態が急変した、介護事故が発生したときなど警察の
捜査対象となる理由や施設として、職員としてどのように対応するべき
か、説明を受けた後、日頃職員が疑問に思っていること等率直な意見交
換ができました。続いて、最近完成した
「志摩園防犯対策マニュアル」を基に防
犯指導
――護身術から(警官の)逮捕術などの実
演と職員同士の実技訓練までご指導頂
きました。
すぐに体得できそうにはありせんが、職
員も意欲的に参加。
「訓練を重ねること」の大切さを説かれ
ました。

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

荻原錦秀会
中村様
畠中様

小春日和に博多子守
唄他４曲を披露

お二人のリードで
一緒に歌いました

第73回

11月で“開店”三周年を迎えました。皆様、有難うございます
お鍋で忘年会
第76回
12/15
裏庭音楽会
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声も高らかに乾杯！

具沢山の鍋をみんなで会食、話も弾みます。後はカラオ
ケ、クイズで …あっ、毛が、毛が生えている ！！

会場デザイン担当の土井良さん

ス

ラダン
第74回 11/24 祝い箸作＆フ

第77回

1/5

高祖神社へ初
詣のお出かけ
で今年もス
タートです。
とても穏やか
で暖かな一日
に身も心も緩
みました。

振付の意味を教わ
りながら楽しく
フラハナアロハ野村、森両先生のフラダンスで始まり。
寒い日、体も温まり、お正月用の祝い箸作りへと。

第75回 12/1

紙芝居 ・ おはなし ・ 歌

初詣ドライブ

境内には早くも
梅花が。

第78回 1/19

大寒映画会
おかあさんの木

お馴染みの絆様。今回も約30分の
ご出演に4つの出し物。コンパク
2015年6月公開
トながらどれも惹き込まれます。
鑑賞後は自身の戦時中の体験と重ねてお話する方も。
後は古賀PTによる肩ほぐし運動

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18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 …
どこにいても、誰に対しても温かい気持ち、熱い気持ちを持ち続けたい

長掛
（短期入所 介護職員）
◆昨年6月からショートステイ
の常勤職員として働いていま
す。家に帰るのは夕方です。やは
り晩御飯のことは気になりま

す。御飯から炊かないといけな
いなあと帰り着くと、毎日では
ありませんが、子供がやってく
れている時があります。
◆シンクには、沢山の米粒がこ
ぼれていますが、その不器用さ
が愛おしく感じる瞬間です。そ
んな時には、両腕を開いて、まっ
すぐ子どもに近寄ります。子ど
もも両腕を広げて、受け身の体
勢 に 入 っ て く れ ま す。こ ん な
グッとくる気持ちをいつも大切

に思っています。
◆相手に合わせた歩幅、リズム、
口調などでなんとなくでよいか
らご利用者やご家族にも安心感
をお持ちいただけるような存在
の職員でいたいと思います。なり
たい自分になれるよう、とにかく
毎日全力で頑張っています。
◆ラーメン(硬麺)、お肉、ピオー
ネ、井田原みかんが好きです。も
し3連休があったらドライブ、あ
と掃除、睡眠ですね。

特養と小規模多機能の経験で、それぞれの機能のあり方を学びました
挨拶すれば笑顔と手を握って下さ
泊り、利用時間の延長、独居の方の
る、そんなことが嬉しいです。
自宅訪問等柔軟かつ多種多様に
◆趣味はヨガと旅行です。ヨガは
サービスが提供できます。また、ご
娘に寝る前にする呼吸法や安眠に
本人やご家族と一緒に地域行事に
繋がる体操を教えてもらい、最近
参加し、いつまでも住み慣れた自
熟睡できるようになりました。旅
宅で暮らせるよう、全職員で取組
原
行は韓国に年2回は行きます。私以
みいろんなことを学びました。
（特養 看護職員）
上に韓国語が上手な息子に値切り
◆特養に戻り、看護職員や他の職
◆特養で2年、その後たからんたま 種の人たちと意見交換したり、た
交渉を任せ、焼き肉、ショッピン
志摩小規模多機能に異動し、5年 まには悩み事などを相談したりと
グ、マッサージを楽しんでいます。
半、再び昨年春から特養勤務とな 忙しい日々ではありますが楽しく
りました。たからんたまでは急な 仕事ができています。ご利用者は
お膳に付くお名前を書いた食札が入園者そのものと思って仕事をしています
12年が過ぎようとしています。 れに一杯のビール、そして寝る
プライベートでもこの間、義父
ことです。毎日このリズムなの
と両親を見送りました。
でテレビドラマの話題にはつい
◆厨房での仕事、ただ食事を作
ていけません。
るだけだろうと思っていました
◆孫に肩を揉んでもらうのも大
が、バラエティに富んでいます。 きな楽しみです。それに春先は
山崎
私たちは、入園者のお顔を見た
甘夏みかんのマーマレードや苺
（特養 調理職員）
り、話をすることが滅多にあり
ジャムを作っています。マーマ
レードを作るときは前日から気
◆志摩園で働くようになった ません。だから、配膳車の食札が
合が入ります。年号は改まりま
きっかけは新聞の折込求人チラ 入園者のお顔と思っています。
◆そして私のパワーの源は腹八
すが厨房の足を引張らない様に
シでした。目にしてすぐに志摩
もう少し頑張ります！
園に電話をしました。それから 分でなく腹一杯にすること。そ

志摩園お祭り志縁隊が参加

第8回引津校区

福岡雙葉中学校吹奏楽部の
皆様来園 (12/21)

校区住民の世代を
つなぐふれあい祭
りに志縁隊も協力

三世代ふれあい祭り

クリスマスソング、童謡、演歌
まで幅広い演奏に手拍子で参
加したり、涙を流すご利用者
の姿もありました。クリスマ
スカードに込められた優しさ
もしっかり受け止めました。

出羽海部屋の希帆ノ海、山藤両力士のご協力
こりんのご利用者と保育園の年長さん、小学4
年生の皆さんが参加して、餅つきにチャレンジ

力士と餅つき
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︵こりん神在︶

午前は引津公民館で「子どもと遊ぼ
う」、午後は引津小運動場でグランド
ゴルフ大会が開催されました

ありがとうございました

小さなお客様、大きなお客様に大喜び

・・・
【編集後記】 「ツギノ キョクモ シンキョク ダガヤ！」とご当地日本語MCを披露
するポール。名古屋公演は イチバン リラックスした印象でした。
昨年秋、またまたポール・マッカートニーのツアーに行ってきました。「超」がつく
ほど元気で、活動的な姿が見られ、相変わらずスタートからアンコールまで正味2時間
半のステージを休みなくぶっとおしで楽しませてくれます。2013年以来の秋シーズン
のツアーでしたが、東京ドーム周辺の春は春、秋は秋の装いも良い気分転換になります。
コンサートという非日常的体験から、「演出の妙」というようなものを仕事に、生活
に活かすヒントが沢山得られます。
今回、特に気が付いたことは車椅子の方、白杖の方などの姿も多かったことです。同
伴者とは別に会場の係員の方がきちんと誘導他、対応されていた場面などを見て、きっ
と楽しんでもらえただろうとうれしくなりました。入場も退場もメチャ混雑するコン
サートでありますが、私は会場を去りがたく、敢えて最後のブロックの順番までとどまっ
ていました。
「世界で一番元気でカッコイイ高齢者」のひとりであると私は勝手に思い込んでいま
す。76歳になった私はどうなんだろうと想像の限りを尽くしてもそれは思い浮かびま
せん。
「また、アイマショウ」のポールの言葉に期待しても大丈夫でしょう。
それから、初めていったコンサートがあります。岡林信康デビュー 50周
年記念ツアーです。かねてより、宮澤賢治ゆかりの地を訪ねてみたかった
のですが、遂に岩手の地に。岩手と「賢治さん」と岡林さんのイメージが
なぜか重なってしまうのです。今回はそれまでの曲順を入替え、MCも以
前のコンサートで震災被災者を励まそうと思って歌ったのにつらい体験を
した観客の皆さんから大きな拍手をもらい、感情を抑きれず10分間ステー
ジが中断した出来事などを語ってくれました。じっくり歌詞を考えながら
帰り道、寒空の白い満月の如く感性を研ぎ澄ますコンサートでした。
（Ａ・Ｋ）

