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☆ 2019年度新規施行の制度

今年は糸島市から なおちゃんラーメン が出店！

（リファラル採用）
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ふだんのお店のメニューと同じように、
東京でも
平成30(2018)年8月1日施行で定年を65歳
この制度は法人がその職員を使って
ギョーザを提供したいと脇山店主のご提案があり、
人材採用活動を行うものです。紹介さ
に引き上げました。 30年度は3名の職員が
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に、紹介した職員に対し、紹介報酬で報
5500 個の量産体制に！！
います。
紹介してもらえる前提になるものは
2019年度から正規職員に昇格す
良い職場環境であることです。
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奨学金返還支援制度 デイの新鮮野菜と共に

新人事考課・研修・キャリア
パス・給与制度

こりん神在

貸与型奨学金を受給している職員の経済的
負担軽減と業務専念支援を目的に安定して
長く働ける職場環境づくりの一環として設
けました。自身の奨学金を現に返還している
職員に返還額の一部(上限月額15000円)を
毎月の手当てとして支給します。
2019年4月現在、7名の職員が対象。他1名
が手続き準備中。

昨年10月から運用開始して、6ヶ月の
考課期間を終え、現在初めての面接が
始まっています。2019年4月1日付で
新給与表での給与格付けも済み、7月か
ら定期昇給する予定です。
なおちゃんラーメン 脇山店

2019年度第1回

志摩園入所検討会議

★要介護度別志摩園（定員130名）入所申込者の推移
東京で食べたこりんのギョーザも当然美味。注文もコンスタントに
入っていたようで、
こりんのみなさんに良いおみやげ話となりました
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Q 催事場の厨房内は大変忙し
ご様子でした…
A 厨房設備が違うのでいつも
勝手も違って少し大変でした
Q ラーメン、ギョーザの等の評
（平成31年4月18日開催
はいかがでしたか
A 餃子も3千個以上でました
お客様と直接お話しする時間が
く、SNS等で確認したいですね

東京・新宿区社会福祉士会から
こりん神在の視察に来所され
ました
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そうではありません
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東京・新宿区社会福祉士会から
こりん神在の視察に来所され
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新宿区社会福祉士会
会長 渡辺様

勝手も違って少し大変でした
Q ラーメン、ギョーザの等の評判
（平成31年4月18日開催）
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A 餃子も3千個以上でました。
お客様と直接お話しする時間がな
く、SNS等で確認したいですね
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行列が。

ふるさと清川荘
事業所責任者 稲葉様
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志摩会は市町村認定の生計困難の方に利
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公益事業
公益事業

配食サービスのうち、自主事業のご利用
者に対する利用料負担軽減の状況です

※H29年度は11月〜3月の実績

配食サービス(志摩圏域)
※H29年度は11月〜3月の実績

志摩会事業報告

配食サービスのうち、自主事業のご利用
者に対する利用料負担軽減の状況です
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ẅ ẅ  ف改善すべきヒントに気づかされます。
志職員の協力等人のやり繰りは年々厳し
本法人の配食サービスは糸島市の委託分
配食サービス(志摩圏域)
と法人の自主サービス分があります。

ましたが、今は30坪のこの棚田だけになってしまいました。この小さな田んぼを中心に幅広い世代の
˴ỉᑶᾎ
くなりますがお声が掛ればできる限り協
ご利用者との会話にまだまだサービスの
みなさんが集まってくれます。
裸足でおそるおそる田に入る姿がかわいい。
引津校区自主運行バスへの協力

改善すべきヒントに気づかされます。
退職者の状況 (法人全体)

退職者の状況 (法人全体)

答えは8頁

力したいと思います。
二年目を迎えた本事業は、ご利用者の口
引津校区自主運行バスへの協力
コミもあり、
利用実績も増えてきました。
二年目を迎えた本事業は、ご利用者の口
コミもあり、
利用実績も増えてきました。

ボランティアの皆様、ありがとうございました。山あいの棚田はそうはいきませんが毎日成長と
景観を楽しめるこの棚田で、秋の収穫祭まで大切にお預かりします。 その際はまた…

地域の社会福祉法人と住民が協力

景観を楽しめるこの棚田で、秋の収穫祭まで大切にお預かりします。 その際はまた…

集後記】 令和最初の3か月が過ぎようとしています。私にとっては数々のイレギュ
な用事も含め、全てを自分が満足いく結果で達成することは難しい日々でした。誰
体は一つ、一日24時間という条件で鎬を削っているところだと言い聞かす一方で、
たからんたまがスタートした10年位前は隣に5〜6枚田んぼが連なってい
中は無限だろ？とみずからに塩対応することも。そのうえ平成30年度の決算も出
ましたが、今は30坪のこの棚田だけになってしまいました。この小さな田んぼを中心に幅広い世代の
この時期はどちらかというとテンションが下がるときです。
みなさんが集まってくれます。裸足でおそるおそる田に入る姿がかわいい。
な事業として大・小の取組んでみたいいくつものアイデアがあるのですが、資金面
他の制約をつい考えてしまいます。
な中でうれしいこともたくさんありました。他者の協力を得なければ達成できない
もいくつもあって、関係者の皆様が動いてくれ、準備を整えてくださっ
かげで、ミッションを果たせたときは、本当にありがたかったです。
さんのプロ意識と振舞いがカッコよく、リスペクトしました。人との
、つながっていくことの楽しさ、大事さを改めて経験できました。
ボランティアの皆様、ありがとうございました。山あいの棚田はそうはいきませんが毎日成長と
遠くまで視線を上げてみたら、この令和の時代こそ、全ての法人の運

☆ 2019年度新規施行の制度

ẟỨỮễᎰᆔẦỤᙸẺ
定年年齢引上げ

ᡲ᠍
平成30(2018)年8月1日施行で定年を65歳
ဒ
ẅᴾ˖

介護の仕事

職員紹介制度（リファラル採用）

Ὂ

ἼἾ
この制度は法人がその職員を使って、
ᎰՃ
人材採用活動を行うものです。紹介さ
に引き上げました。 30年度は3名の職員が
（第20回）
れた人材が実際に採用に至った場合
60歳を迎えましたが、全員が定年延長を選択
に、紹介した職員に対し、紹介報酬で報
してくれました。
࣓ઊ˟ỆẪᵏᵕᵎʴ˷ụỉᎰՃỉႏẰỮỆˁʙởᎰئẆː᧓ồỉ࣬ẟễỄử
います。
また、59歳で中途採用した職員が
ᛖẾềờỤẾềẟộẴẅḠ
紹介してもらえる前提になるものは、
2019年度から正規職員に昇格す
ᚿᦶᅬ㌿⫋ࡋ࡚࠾ࡼࡑ༙ᖺࠊ
ⓙࡉࢇຓࡅ࡚㡬ࡁࠊ
᪥᪥ዲ᪥
良い職場環境であることです。ここに
る予定です。
ᖐᏯࡍࡿࡇࡀᖖ࡛ࡋࡓࠋ
ࡇ
࠺࡞ࡾࡓ࠸࡛ࡍࠋ
リンクするのが、
次の人事考課制度等
ࡢ⏕άࠊ
ࠕఱ࠾ࡋ࠸㸟ࠖ
یᏊ౪ࡢᡂ㛗ࡢ᪩ࡉࢆឤࡌࡿ୍
です。ᛮ
࠸ࠊ㌿⫋ࢆỴពࡋࡲࡋࡓࠋ
᪉ࠊ⪁║ࡽࢃࡀ㌟ࡢຍ㱋ࢆᐇ
奨学金返還支援制度 デイの新鮮野菜と共に

یᚿᦶᅬࡣ㝔ࡣࡃ㐪࠺⎔
ឤࡋࡲࡍࠋⱝ࠸㡭ࡽࢡࣟࢫ࢝
新人事考課・研修・キャリア
ቃ࡛ࡍࡀࠊ
┳ㆤᖌࡋ࡚ᚲせ
ࣥࢺ࣮࣮ࣜࣞࢫࡶཧຍࡋ࡚࠸
貸与型奨学金を受給している職員の経済的
パス・給与制度
ࡉࢀࠊ་ᖌࡀ࠸ࡘࡶົࡉࢀ࡚
ࡓ࣐࢘ࣥࢸࣥࣂࢡࢆయຊవ
負担軽減と業務専念支援を目的に安定して
࠸ࡿࢃࡅ࡛࡞࠸୰ࠊ
࡛ࡁࡿ㝈ࡾ
⿱ࡀ࠶ࡿ࠺ࡕ᪩ࡃ㛤ࡋࡓ࠸
ᯇᮏ
昨年10月から運用開始して、
6ヶ月の
長く働ける職場環境づくりの一環として設
ࡢ┳ㆤࢆ⾜࠼ࡿࡇࢆ࡚ࡶᎰ
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡣࠊ
㏆ࡃࡢᒣ
㸦≉㣴ࠉ┳ㆤᖌ㸧
考課期間を終え、
現在初めての面接が
ࡋࡃࡾᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ሙ࡛ᒾሙࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࢲ࣮ࢺ
けました。自身の奨学金を現に返還している
始まっています。
2019年4月1日付で
ی௨๓ࡢ⫋ሙࡣ⚟ᒸᕷෆ࠶ ㆤ⫋ࡢ᪉ࠎࡢ㣗ຓࡸ⓶
ࢆୗࡿ㓬㓮ࢆሓ⬟ࡋ࡚࠸ࡲ
職員に返還額の一部(上限月額15000円)を
ࡾࠊ㏻ 㛫௨ୖࡗ ࣭㌟ࡢほᐹຊ࡞ࡣᮏᙜࡢ
ࡍࠋ┴እࡶ㊊ࢆᘏࡤࡋࠊ
ᐙ᪘࡛
新給与表での給与格付けも済み、
7月か
毎月の手当てとして支給します。
࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᏊ౪ࡓࡕࡀ㉳ࡁ࡚ ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼ࡛ࣝࠊ⚾ࡶᑡ
࢟ࣕࣥࣉ࣐࢘ࣥࢸࣥࣂࢡࢆ
ら定期昇給する予定です。
ࡃࡿ㡭ฟࠊ
ᐷࡿ㛫ᑡࡋ๓ 他1名
ࡋࡎࡘᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࠊ࡛ࡁࡿࡼ
ᴦࡋࡴࡇࡀክ࡛ࡍࠋ
2019年4月現在、
7名の職員が対象。
別養護老人ホーム杜
風上原 齋藤施設長
お招きし、
「自立支援
護の実践と導入につ
て」解説していただ
した。
(2019.6.13)

志摩園職員の自立支援
介護に対する過去のバ
イアスも氷解。
理論に基づく介護を提
供する組織へ改めて動
きだします

受験する職員の気持ちも状況もよく理解して
いる河合副主任なので受験までの8か月を微
に入り細に入り指導してくれるはず。だから
安心して勉強に励んでほしいですね

が手続き準備中。

ⓙࡉࢇࡢ࠾ྡ๓ࢆぬ࠼ࡿࡇࡽጞࡲࡾࠊ
ࡣᑡࡋᡂ㛗࡛ࡁࡓ࡞͐
ࡲࡍࠋ
ࡋ࡚࠸ࡓࠊὴ㐵♫ࢆ࠾ࡋ࡚
2019年度第1回
志摩園入所検討会議
ࡣࢺ࣮࣋ࣛࣉیே᪑⾜ࡸࣛ
ᚿᦶᅬࢆ⤂ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ
★要介護度別志摩園（定員130名）入所申込者の推移
ࣈ⾜ࡁࡲࡍࡀࠊィ⏬࡙ࡃࡾࡢ
یㆤ᥋ᐈᴗࡢඹ㏻Ⅼࡣࠊேࡑ（平成31年4月18日開催）
ẁ㝵ࡽ࣡ࢡ࣡ࢡࡋ࡚ᴦࡋ࠸࡛
ࢀࡒࢀྜࢃࡏࠊ⚾ࡀືࡃࢫࣆ࣮
ࡍࠋࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻࡢ⤯ྉ⣔࣐
ࢻࢆኚ࠼ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋᩱ⌮ࢆᴦ
ࢩࣥࡸ๓⫋ࡢே࠺ࡘ࠸࡛ࡢ
ࡋࢇ࡛㡬ࡃࡓࡵࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢᵝ
すᓮ
ྡྂᒇྡ≀ჯ࢝ࢶࡀዲࡁ࡛
Ꮚ ࢆ ఛ ࠺  ඹ ࠊࢥ ࣑ ࣗ  ࢣ ࣮
㸦≉㣴ࠉㆤ⫋ဨ㸧
ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ ࡍࠋᖺࡢኟࡣࠊᐩኈᛴࣁࣛࣥࢻ
ی௨๓ࡣ┴እࡢ㣧㣗ᗑ࡛᥋ᐈࡢ ㆤࡶಶࠎேࡢ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡾࠊࡑ
⾜ࡁࡓ࠸࡛ࡍࡡࠋࣛࣈࡣ࢚ࢢ
ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ័ࢀ࡞࠸⎔ቃ ࡢ᪉ྜࢃࡏࡘࡘࠊ࡞ࡿࡃ⮬ศ
ࢨࣝࠊ≉ளᔒࡢࣇ࡛ࣥࡍࠋ⚟
ࡶ࠶ࡾࠊࡣኚ࡛ࡋࡓࠋே㛵 ࡛࡛ࡁࡿࡇࡣᑡࡋ࡛ࡶ⮬ศ࡛ࡋ
ᒸࡢࣛࣈࡣ࣐ࢫࢺ࡛ࠊྠࣇ࣑
ࢃࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᆅඖࡢࢆ᥈ ࡚㡬ࡃࡼ࠺⪃࠼࡞ࡀࡽ᥋ࡋ࡚࠸
࣮ࣜࡶዲࡁࠋ

自立支援

！
からこそ
う一度！
護施設だ
介護にも

ḛᵆѠࢍửڤẨỆễẾềẟẪẺỜỆᵇᴾѠࢍầ
ۯẟẻể࣬Ếềờ٣ỆЈẰẵẆởỦ
ൢửЈẴὲḜ

5 アーヤ ラピタ様
ᾪẅਁᢠ˟ẅᾬ
4 3mmit様

主宰

3 砂川様(沖縄三線)

河合副主任

ẖ᪥ᐇࡋࠊ
ࡸࡾࡀ࠸ࢆࡶࡗ࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ
⏕ᠱ࠾ୡヰࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿጼ
ࢁࢇࠊࡈ⏝⪅ࡢ࠾㢦࠾ྡ๓ࢆ
ࢆぢ࡚㧗ᰯࡣ⚟♴⛉㐍ࡳࠊ༞ᴗ
ぬ࠼ࡿࡇᚲṚ࡛ࡋࡓࠋࡸࡣࡾ
ྠㆤࡢࠋ୍ࠊ
ࡈ⏝⪅ࡀ⚾ࢆぬ࠼࡚ࡃࡔࡉࡿ
ㆤࡢࡽ㞳ࢀࡓࡇࡶ࠶ࡾ
࡚ࡶ࠺ࢀࡋ࠸࡛ࡍࠋ
ࡲࡋࡓࡀࠊே᥋ࡍࡿࡀዲࡁ
یᖺࡇࡑࡣᐙ᪘࡛㛗ᓮ࢟ࣕࣥ
ᨵࡵ࡚Ẽ࡙ࡁ┤ࡋ࡚ࡧᡠࡗ
ࣉ 㸟ࠉ㊃  ࡣ Ἠࠊ㔮 ࡾ ➼ ࡛
ᒣཱྀ
࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡍࠋ㔮ࡾࡢᖌࡣ࡛ࠊࢻࣂ
ᚿᦶᅬ࡛ࡣࢹࢧ࣮ࣅࢫጞࡲ
ࢫࢆࡶࡽࡗࡓࡾࠊ႖ვࡋ࡞ࡀࡽ㔮
㸦▷ᮇධᡤࠉㆤ⫋ဨ㸧
ࡾࠊᖺ༙๓ࡽࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ
ࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺࡣ࢚ࢠࣥࢢ
یᚿᦶࡢⓙࡉࢇࡣࡸࡉࡋ࠸᪉ ࡢ㓄ᒓ࡞ࡾࠊ㏻⟬ᖺ┠ࢆ㏄࠼
ᣮᡓࡋࡲࡋࡓࡀ࢝ࡣࡲࡔ୍ᮼ
ࡓ ࡕ ࡤ  ࡾ㸟ࠉྍ ឡ ࡀ ࡗ ࡚ ࡶ ࡲࡋࡓࠋ
ࡶ㔮ࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋᜥᏊࡣ῝℩㔮
ࡽࡗ࡚࠸ࡓ♽ẕࡀタධᡤࡋ ࢩ࣮ࢺࢫࢸࡣࡈ⏝⪅ࡢධ㏥
ࡾ࡛㉸ࡢ㪛ࢆࠋࡶࡗࡶࡗ
࡚ࠊࡑࡢ┳ㆤࡸㆤ⫋ဨࡉࢇࡀ୍ ᡤࡀ᪥ࠎ࠶ࡾࠊࡢὶࢀࡣࡶࡕ
㔮ࡾ⾜ࡁࡲࡍࠋ
2助言で今年もヒノヒカリに
JBミラクル様
1 糸島農業高校太鼓部様
［演芸出演者予定］

して支援します
好天に恵まれた令和最初のさなぼり…
早乙女衣装も職員の手作りで子ども用を新調して迎えました

雨天中止

உᵏଐ
ểẨẅẅᴾẅˋԧΨ࠰ᾇஉᾂଐᵆםᵇˋԧΨ࠰ ᵔ開催します
ẅẅẅẅẅᴾᴾᵏᵖ῍ᵐᵎᵐᵎЎᵆʖܭᵇ
ểẮỨẅᴾᴾᎊʴἭὊἲ࣓ઊטᬟئ

ひとりで黙々と
自分のペースで勉強
するもよし、
仲間と一緒
にするもよし。
法人と

介護福祉士受験を考えている職員
向けに施設内勉強会を今年度も

今年も 《かわい塾》 開講

こんな多機能なデイサービスは初めて！ と驚かれて
早乙女のスカウトに成功しました
いました。多世代多文化インクルーシブな拠点づくりの ご利用者の意欲を引き出し、
今ある能力を駆使
ご参考になったのなら、
嬉しいです。
様々なシーンで活動しています

平成30(2018)年度は志摩会の中期3ヶ年経営計画の中間年度にあたる年でした。
もっとその先のなりたい志摩会の姿に向かって一歩前に進んだ手応えを感じました。
おこもりカフェ岐志浜は、向こう3ヶ月ごとの 週替り
一朝一夕に手に入る目標ではないことを承知のうえで耐えに耐えて成し遂げるビジョ
メニューを用意して皆様のご来店をお待ちしています
ンを職員も理解してることが、
最大の成果です。

ấẮờụỽἧỹ࣓ޟා

ふるさと清川荘
事業所責任者
稲葉様
ビギナーからベテランまで

新宿区社会福祉士会
会長 渡辺様

ここにも人出不足の波が

…

そうではありません

豊富なメニューに、毎回皆様が色んな表情を見せてくれます。
その中から選りすぐりの一枚一枚を記念にお渡ししています。
志摩園の看取り
社会福祉法人利用者負担軽減
第88回
第85回 5/11ḛẟểẲộܖḜИኢᜒࡈ
6/15 ኡᑮއὉấỊễẲὉജ
社会福祉事業
one
志摩会は市町村認定の生計困難の方に利
part
用料の負担軽減処置を実施しています。

令和元年のラインナップ完成！！

ࠉࡓࡽࢇࡓࡲࠉࡉ࡞ࡰࡾὶ

ඞỉ
ٻႮ
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إԓ

東京・新宿区社会福祉士会から
こりん神在の視察に来所され
ました

特に志摩地区にスポッ
トを当てて歴史・文化、
産業等を深掘り。改め
て、歴史上の志摩の役
公益事業
割を知りました

地域貢献活動

5/27

11時
頃で
くら
行列

年度

2018

紙芝居

かっぱとてんぐとかみなりどん

志縁隊活動 今回も絆様のパフォーマ

東京で食べたこりんのギョーザも当然美味。注文もコンスタントに
入っていたようで、
こりんのみなさんに良いおみやげ話となりました

こりん神在

Q 催事場の厨房内は大変忙
ご様子でした…
A 厨房設備が違うのでいつ
勝手も違って少し大変でした
Q ラーメン、
ギョーザの等の
はいかがでしたか
A 餃子も3千個以上でまし
お客様と直接お話しする時間
く、SNS等で確認したいです
なおちゃんラーメン

脇山

※H29年度は11月〜3月の実績

地域の皆様に認知症の理解とケアについ
グイ引っ張り込まれてし
て、他の法人と連携しながら啓発に取組
まいます。感動！！
絵本 みました。
おじさんのかさ
・地域住民対象〜地域サロン、
公民館等
・企業等の従業員対象〜職域研修
・小中学校、
高校生対象〜授業の一環
昨年度は12か所に訪問し、延642名の皆
様が受講してくださいました。

(2)げんき志縁隊

配食サービス(志摩圏域)

ユニット貝塚家様が初登場。
本法人の配食サービスは糸島市の委託分
昨年からの結成とは思えない
と法人の自主サービス分があります。
エンターテイナーばかり

地域ケア

˟
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志摩会事業報告

配食サービスのうち、自主事業のご利用
5
第86回
者に対する利用料負担軽減の状況です
5/2

ンスは素晴らしかったで

(1)オレンジ志縁隊
す。それぞれの世界にグイ

志摩圏域のふれあい生き生きサロンの運
営支援をしました。
過去最高だった昨年の21回と同じ活動回
෬ẲẰໜẅٰỉἙἈὊἚ
数で、初めてのサロンも3つありました。
ẅᴾཎỆᐯɼ
ἰỶạẼỪо˺ὶ
 ૠ Ể第87回
ݣЭ
第89回
7/6 ႉྚ܇ׇỀẪụ
6/1
これで活動開始以来、
全てのサロンに訪
ᴾἇὊἥἋỉ
ἧἻὉἡἜὉỴἿἡಮ
࠰ࡇൔᵏᵔή
問させていただいたことになります。有
˦Ỏầ᫋ᓸ
ẅẅف
志職員の協力等人のやり繰りは年々厳し
˴
ỉ
ᑶ
ᾎ
くなりますがお声が掛ればできる限り協
ご利用者との会話にまだまだサービスの
答えは8頁
改善すべきヒントに気づかされます。
力したいと思います。

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
フロアは大変な賑わい。
なじみのブランド、屋号ばか
りで超リラックス空間でした

5500 個の量産体制に！！

ふだんのお店のメニューと同じように、東京でも
ギョーザを提供したいと脇山店主のご提案があり、
こりんでは5月はこのイベント用も合わせ、ギョーザ

退職者の状況 (法人全体)

引津校区自主運行バスへの協力

豆腐と白玉粉でふわふわに。
二年目を迎えた本事業は、
ご利用者の口
きな粉に黒蜜で大好評でした
お口の体操として歌を唄い、
その歌でフラダンスを トッピングはつぶあん、
コミもあり、
利用実績も増えてきました。

第90回
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今年は糸島市から なおちゃんラーメン が出店！
まで開催されました。
17回目となる《福岡展》が東京
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池袋・東武百貨店で5/23〜
うちわも皆さん完成
しました

蜂蜜イオン水

今西管理栄養士のお話と手作りイオン水の試飲も

地域の社会福祉法人と住民が協力

ẟỨỮễᎰᆔẦỤᙸẺ
᠍
ᡲ
ဒ
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【編集後記】 令和最初の3か月が過ぎようとしています。私にとっては数々のイレギュ
ラーな用事も含め、全てを自分が満足いく結果で達成することは難しい日々でした。誰
もが体は一つ、一日24時間という条件で鎬を削っているところだと言い聞かす一方で、
頭の中は無限だろ？とみずからに塩対応することも。そのうえ平成30年度の決算も出
揃うこの時期はどちらかというとテンションが下がるときです。
新たな事業として大・小の取組んでみたいいくつものアイデアがあるのですが、資金面
その他の制約をつい考えてしまいます。
そんな中でうれしいこともたくさんありました。他者の協力を得なければ達成できない
仕事もいくつもあって、関係者の皆様が動いてくれ、準備を整えてくださっ
たおかげで、ミッションを果たせたときは、本当にありがたかったです。
みなさんのプロ意識と振舞いがカッコよく、リスペクトしました。人との
ご縁、つながっていくことの楽しさ、大事さを改めて経験できました。
少し遠くまで視線を上げてみたら、この令和の時代こそ、全ての法人の運
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特別養護老人ホーム杜
の風上原 齋藤施設長
をお招きし、
「自立支援
介護の実践と導入につ
いて」解説していただ
きました。
(2019.6.13)

志摩園職員の自立支援
介護に対する過去のバ
イアスも氷解。
理論に基づく介護を提
供する組織へ改めて動
きだします

自立

受験する職員の気持ちも状況もよく理解して
いる河合副主任なので受験までの8か月を微
に入り細に入り指導してくれるはず。だから
安心して勉強に励んでほしいですね

そ
度！！
だからこ
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支援介護

ḛᵆѠࢍửڤẨỆễẾềẟẪẺỜỆᵇᴾѠࢍầ
ۯẟẻể࣬Ếềờ٣ỆЈẰẵẆởỦ
ൢửЈẴὲḜ

5 アーヤ ラピタ様
ᾪẅਁᢠ˟ẅᾬ
4 3mmit様

主宰

3 砂川様(沖縄三線)
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1 糸島農業高校太鼓部様
［演芸出演者予定］
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ひとりで黙々と
自分のペースで勉強
するもよし、
仲間と一緒
にするもよし。
法人と
して支援します

介護福祉士受験を考えている職員
向けに施設内勉強会を今年度も
開催します

今年も 《かわい塾》 開講
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メニューを用意して皆様のご来店をお待ちしています
介護福祉士受験を考えている職員
豊富なメニューに、毎回皆様が色んな表情を見せてくれます。
おこもりカフェ岐志浜は、
向こう3ヶ月ごとの 週替り
向けに施設内勉強会を今年度も
その中から選りすぐりの一枚一枚を記念にお渡ししています。
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早乙女のスカウトに成功しました
ビギナーからベテランまで

ここにも人出不足の波が
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令和元年のラインナップ完成！！
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介護に対する過去のバ
イアスも氷解。
理論に基づく介護を提
供する組織へ改めて動
きだします

ユニット貝塚家様が初登場。
特別養護老人ホーム杜
昨年からの結成とは思えない
の風上原 齋藤施設長
エンターテイナーばかり
ニット貝塚家様が初登場。

をお招きし、
「自立支援
年からの結成とは思えない
ἰỶạẼỪо˺ὶ
介護の実践と導入につ
第87回 6/1
ンターテイナーばかり
いて」解説していただ
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受験する職員の気持ちも状況もよく理解して
いる河合副主任なので受験までの8か月を微
に入り細に入り指導してくれるはず。だから
安心して勉強に励んでほしいですね
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令和最初の3か月が過ぎようとしています。私にとっては数々のイレギュ
【編集後記】 ἧἻὉἡἜὉỴἿἡಮ
ラーな用事も含め、全てを自分が満足いく結果で達成することは難しい日々でした。誰
もが体は一つ、一日24時間という条件で鎬を削っているところだと言い聞かす一方で、
頭の中は無限だろ？とみずからに塩対応することも。そのうえ平成30年度の決算も出
豆腐と白玉粉でふわふわに。
きな粉に黒蜜で大好評でした
揃うこの時期はどちらかというとテンションが下がるときです。
お口の体操として歌を唄い、
その歌でフラダンスを トッピングはつぶあん、
新たな事業として大・小の取組んでみたいいくつものアイデアがあるのですが、資金面
第90回
豆腐と白玉粉でふわふわに。
7/20 ٰỉሥྸᜒࡈ
トッピングはつぶあん、
きな粉に黒蜜で大好評でした
その他の制約をつい考えてしまいます。
口の体操として歌を唄い、
その歌でフラダンスを
そんな中でうれしいこともたくさんありました。他者の協力を得なければ達成できない
第90回
7/20 ٰỉሥྸᜒࡈ
仕事もいくつもあって、関係者の皆様が動いてくれ、準備を整えてくださっ
たおかげで、ミッションを果たせたときは、本当にありがたかったです。
蜂蜜イオン水
うちわも皆さん完成
みなさんのプロ意識と振舞いがカッコよく、リスペクトしました。人との
しました
今西管理栄養士のお話と手作りイオン水の試飲も
ご縁、つながっていくことの楽しさ、大事さを改めて経験できました。
蜂蜜イオン水
うちわも皆さん完成
少し遠くまで視線を上げてみたら、この令和の時代こそ、全ての法人の運
しました
今西管理栄養士のお話と手作りイオン水の試飲も
命を左右する とき になりそうですね。
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
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