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令和元年度福岡県原子力防災訓練の
パナソニックグループ
社会福祉施設等避難訓練(介護老人福祉
11/30
労組50名の皆様が
施設)に志摩園が参加第66号
志摩園で
糸島市の指示により、屋内退避を経て、
市外
ҜЭɶỊἓἵỶἽἛἡὊἚ
社会貢献活動
に一時移転する広域避難訓練です。

原子力災害避難計画に沿って、
各担当が行動することを意識してみました。
まつり志縁隊 ・よか志縁隊、
たまり場岐志・桜野・姫島茶所、おこもりカフェ岐志浜
訓練タイムスケジュール 簡略版
8:48

糸島市から志摩園に屋内退
避準備指示あり

9:28

糸島市から志摩園に屋内退
避指示あり
糸島市から志摩園に一時移
転指示あり

〜

三苫さん

山上さん

志摩園から避難先施設、中継
施設に避難人数他調整
志摩園は一時移転の準備

10:55

志摩園の避難車輌に乗車

11:02

志摩園から中継施設に向け
移動開始

11:36

11:40

12:17

介助職員

(連絡担当志摩園待機
1名)
訓練視察
安定ヨウ素剤準
中継施設：特養ウエストヒル創生園
(福岡市西区)
ル ー ト：西九州自動車道
(前原東→周船寺)
距
離：20㎞
志摩園車輌乗車中 所用時間：34分
11時36分中継施設に到着

★退域時検査誘導
頭、
顔、
手背、
手掌、
足の確認検査を
受けました

中継施設にて避難退域時検
査(放射性物質付着の有無)
を受ける

かすがの郷
未来も今も自由に描く

13:45

避難先施設で反省会実施

車輌乗込み

【

避難退域
時検査中
施設の車輌に乗り換え、
出発
避難先施設：特養かすがの郷(春日市
距離：20㎞
所用時間：55分

中継施設まで迎
この一年の悪しき
えに来た避難先
ことをスカッと成敗
！

中継施設から避難先施設へ
出発
避難先施設に到着

1名

三味線ボランティアのお二人も午後
運転手
1名
の演芸に参加協力下さいました

志摩園の避難車輌が中継施
設に到着

13:12

外気流入

八朔福岡支部執行委員長の社会貢献
防止
【志摩園マンパワー】
やボランティアマインドを醸成して
想定入所者 3名 内、
1名は糸島市職
いきたいとのご挨拶に勇気凛々
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10:50

館内放送

組合員の皆様の募金
活動から今年も寄贈
品を頂戴しました
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(中継施設)
(避難先施設)
ễầỤờẲẾẦụếẨộẲ
志摩園 →ウエストヒル創生園 →かすがの郷
ἇἻἇἻẆếỦếỦẆ௩Ụ
前回が平成28年度で、今回が3度目の訓練参加でした。これまでの志摩園の反省とし
ễज़ᙾỉờẼờỚờಏẲẸ
て、各行動があまりに手際よく進み過ぎたので、
今回は志摩会の事業継続計画(BCP)と
ạẇ
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

13時12分
持っている時間の長短が重要なのではな
く、避難先施設に到着
13:15
避難先施設にて避難者の健
自分の中に未来を創造する
訓練は時間も行動内容も実施要項の
康状態確認と受入
長編・短編のSTORY 順どうり、正確にできたと思います。
13:40
志摩園のBCPは関係機関、
団体等と適
関係機関間で避難完了報告
地域に支えられている志摩園を
実感する日でもあり、明日の元気をもらいました。
ありがとうございました。
をもちたい …
切に連携できるよう、今後さらにブラ

健康状態チェック

シュアップを図ります。

となりましたが︑今年も気を引き締め

て暦の一年をスタートしました︒

How Manyイイ顔

そろそろ︑梅の開花の便りを聞く頃

（令和1年10月24日開催）
理事長
黒澤
明

﹁歳をくうても︑ お
(

感動と希望に満ちた作品賞

父さんと ユ
) ーモアで
可愛らしく老後を過ご

したい﹂

脱穀(10月)

最近は地域の若い世代の人たちに

志摩園から
「KAIGO はじめたきっかけスピ
★要介護度別志摩園（定員130名）入所申込者の推移
ーチ」に植村介護職員が発表、また「心に
残ることば作品展」
でデイサービスセンター
第二志摩園ご利用者の吉村さんの
絵てがみが表彰されました。

稲刈り(9月)

接する機会も多く︑その明るく屈託の

福岡雙葉中学校吹奏楽部の
12/21
皆様来園

志摩園入所検討会議

吉村さんご夫妻
11/16

ない笑顔に私もうれしさと元気をも

らいます︒﹁人との縁﹂をつないでくれ

る職員をはじめ︑私の周りの人たちに

感謝します︒この志摩園だよりの企画

取 材 に 協 力 し て く れ た 皆 様 の﹁ い い

老若男女問わず︑誰でも地域で参加

新しい年もこの財産が着実に増え

2019年度第2回

顔 ﹂は 地 域 の 財 産 で す ︒糸 島 の 明 る い

未来を作ってくれる希望の笑顔を感

じます︒

できる場をつくることで︑見えざる手

によって自然に地域共生感覚の習得

に導かれるのではないでしょうか︒

ていくよう︑志摩会の内で外でも個性

を発揮して参ります︒

0/27

ふくおか介護フェスタ 2019
(主催 福岡県 受託 福岡県
介護福祉士会 会場 都久志会館)

クリスマスソングをはじめ、時代劇のテーマ曲や童謡
などなじみの曲の見事なハーモニー。自然に体を使っ
てリズムに乗ったり、手拍子で参加したり、口ずさむ人、
涙ぐむ人と心安らぐひと時を演出してくださいました

この冬一番の寒気に見舞われた2日前と一変して、
暖かで穏やかな天気に恵まれた収穫祭。
6月に手植えしたヒノヒカリは今年は31㎏の
となって、
皆さんにふるまわれました

0個

受賞

20

speakerの植村介護職員(特養志摩園)

介護職についたきっかけを皆さんにお話し
させていただきました。その後は改めて自
いた吉村さん。
1時間くらいで完成されたそう 分がどんな介護をしていきたいのか考える
志摩会の介護職員等特定処遇改善計画の概要
機会にもなりました。
す。
穏やかな人生はご主人や息子さんご夫婦
脳科学者の茂木健一郎先生の講演や他の
令和元年度分について11月中に、法人が6事業所分を一括して福岡県に申請しました。
おかげと感謝の気持ちが溢れていました。
人の介護技術の見学も大変勉強になり、
有意義な時間でした。
①経験・技能のある介護職員…介護福祉士資格を有し、勤続年数10年
賃上げを行う職員

前から地域の絵てがみサークルや習字もされ

の範囲改まって考えれば2020年の私は年男。
そんなはずはないと真剣に思うほど、そ
集後記】
以上の者又は志摩会で4年以上かつ他法人で介護職員6年以上の経験
裏方仕事から、販売、
した。
(原則として全ての
自覚は全くありません。
「接待までボランティ
その自覚」
とは アの皆様、
カ・ン・レありがと
・キ！ うございま
今までかかったことのない病気
を有する者が対象となります
直接雇用職員に
なることもたまにありますが、
体内年齢は43歳、気持ちは少年のまま。だから自覚無しは当
②その他の介護職員…経験・技能のある介護職員以外の介護職員
支給する)
でしょう。
③介護職員以外の職員
芸も無いけれど趣味はいくつもあって、
その根っこのところは子供の頃好きだったことが
でも続いています。一旦、高校、
大学、社会人初期は全く興味、関心を無くしていたのが、突然
①、②、③の各グループ内の一人ひとりの支給額は一律とせず、人事考課
平均改善額
戻ってしまいました。
それからはずっとという状況です。
結果等を参考にして決定します
μᢿ፦ԛẲẟὲ
以前にも書いたと思いますが、コト消費ではなくモノ消費型(いわゆるオタク)
と評判でした
支給方法
ので、
さぞかし断捨離のし甲斐がある、
将来が楽しみです。
「特定処遇改善加算手当」
を新設して、毎月の給与として支給します
そして、仕事の話。年金・医療・介護の社会保障費がピークに向かうこれから、
これからの介護職員はがんばってリーダーになれば、他産業で働く人と同じくらいの給料(現
自身もそのサービスを今まで以上に受ける側に回るわけで、
不安と期待の複
状の年収ベースで440万くらい)はもらえる環境を作っていくことになります。志摩会のキャリ
な気持ちです。
アパス制度と親和させ、さらに実力を備えるリーダー介護福祉士を目指してもらえる仕組みを整
自分の性格を考えれば、
生活面も健康面もきちんと自己管理していくと思いま
えます。
。それが最もリスクを抑える方法だと疑いはありません。
けれども一つだけ、
非正規職員の広い意味での処遇改善を実施するため、来年度評価制度導入に向けて準備を進め
ーメンやうどんのスープを飲み干す習慣を止める方法を教えてほしいです。
㸦㸿࣭㹉㸧
ています。

令和元年度福岡県原子力防災訓練の
12/14
(介護老人福祉
11/30 社会福祉施設等避難訓練
施設)に志摩園が参加
令和元年度福岡県原子力防災訓練の
パナソニックグループ
(介護老人福祉
社会福祉施設等避難訓練
糸島市の指示により、
屋内退避を経て、市外
11/30
労組50名の皆様が
施設)に志摩園が参加
に一時移転する広域避難訓練です。
志摩園で
糸島市の指示により、
屋内退避を経て、
市外
(中継施設)
(避難先施設)
ҜЭɶỊἓἵỶἽἛἡὊἚỉ
社会貢献活動
志摩園 →ウエストヒル創生園 →かすがの郷
に一時移転する広域避難訓練です。

44th

簡略版
訓練タイムスケジュール
原子力災害避難計画に沿って、
各担当が行動することを意識してみました。
8:48

糸島市から志摩園に屋内退

簡略版
訓練タイムスケジュール
避準備指示あり
8:48

9:28

糸島市から志摩園に屋内退
糸島市から志摩園に屋内退
避準備指示あり
避指示あり

9:28

糸島市から志摩園に屋内退
糸島市から志摩園に一時移
避指示あり
転指示あり

館内放送
【志摩園マンパワー】

館内放送

想定入所者

社会貢献活動基金や
組合員の皆様の募金
活動から今年も寄贈
品を頂戴しました
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(中継施設)
(避難先施設)
前回が平成28年度で、今回が3度目の訓練参加でした。
これまでの志摩園の反省とし
ễầỤờẲẾẦụếẨộẲẺẇ
志摩園 →ウエストヒル創生園
→かすがの郷
て、各行動があまりに手際よく進み過ぎたので、
今回は志摩会の事業継続計画(BCP)と
ἇἻἇἻẆếỦếỦẆ௩ỤẦ
原子力災害避難計画に沿って、
各担当が行動することを意識してみました。
前回が平成28年度で、
今回が3度目の訓練参加でした。
これまでの志摩園の反省とし
ễज़ᙾỉờẼờỚờಏẲẸ
て、各行動があまりに手際よく進み過ぎたので、今回は志摩会の事業継続計画(BCP)と
ạẇ

外気流入
防止

外気流入
3名 内、
1名は糸島市職

八朔福岡支部執行委員長の社会貢献
【志摩園マンパワー】
介助職員
1名 防止
やボランティアマインドを醸成して
運転手 3名 内、
1名
想定入所者
1名は糸島市職員
いきたいとのご挨拶に勇気凛々
(連絡担当志摩園待機

〜

糸島市から志摩園に一時移
介助職員
1名
志摩園から避難先施設、中継
転指示あり
三味線ボランティアのお二人も午後
訓練視察
安定ヨウ素剤準
運転手
1名1名)
施設に避難人数他調整
の演芸に参加協力下さいました
三苫さん
山上さん
(連絡担当志摩園待機
中継施設：特養ウエストヒル創生園
志摩園から避難先施設、中継
志摩園は一時移転の準備
10:50
1名) (福岡市西区)
訓練視察
安定ヨウ素剤準備
施設に避難人数他調整
ル
ー
ト
：
西九州自動車道
中継施設：特養ウエストヒル創生園
10:55
志摩園の避難車輌に乗車
(前原東→周船寺)
志摩園は一時移転の準備
10:50
(福岡市西区)
離：20㎞
ル ー距
ト：西九州自動車道
志摩園車輌乗車中
11:02
志摩園から中継施設に向け
所用時間
：34分
10:55
志摩園の避難車輌に乗車
(前原東→周船寺)
移動開始
距
離
：20㎞
11時36分中継施設に到着
志摩園車輌乗車中 所用時間：34分
11:02
志摩園から中継施設に向け
志摩園の避難車輌が中継施
★退域時検査誘導
移動開始
11:36
11時36分中継施設に到着
頭、
顔、
手背、
手掌、
設に到着
足の確認検査を
志摩園の避難車輌が中継施
★退域時検査誘導
11:36
中継施設にて避難退域時検
受けました
頭、
顔、
手背、
手掌、
設に到着
11:40
査(放射性物質付着の有無)
避難退域
中継施設まで迎
足の確認検査を
を受ける
中継施設にて避難退域時検
えに来た避難先 時検査中
受けました
11:40
査(放射性物質付着の有無)
施設の車輌に乗り換え、
中継施設から避難先施設へ
12:17
避難退域 出発
中継施設まで迎
この一年の悪しき
を受ける
避難先施設：特養かすがの郷(春日市
出発
時検査中
えに来た避難先
ことをスカッと成敗
！
かすがの郷
距離
：
20㎞
所用時間
施設の車輌に乗り換え、
出発 ：55分
中継施設から避難先施設へ
12:17
車輌乗込み
13:12
避難先施設：特養かすがの郷(春日市)
出発 避難先施設に到着
13時12分 避難先施設に到着
かすがの郷
距離：20㎞
所用時間：55分
13:15
避難先施設にて避難者の健
車輌乗込み
13:12
訓練は時間も行動内容も実施要項の
避難先施設に到着
康状態確認と受入
13時12分
避難先施設に到着
順どうり、
正確にできたと思います。
13:15 13:40
避難先施設にて避難者の健
志摩園のBCPは関係機関、団体等と
関係機関間で避難完了報告
訓練は時間も行動内容も実施要項の手
康状態確認と受入
切に連携できるよう、
今後さらにブラ
順どうり、
正確にできたと思います。
健康状態チェック
13:45
シュアップを図ります。
避難先施設で反省会実施
13:40
志摩園のBCPは関係機関、
団体等と適
関係機関間で避難完了報告
地域に支えられている志摩園を
実感する日でもあり、明日の元気をもらいました。
ありがとうございました。
避難にご協力頂いた皆様、ありがとうございました
切に連携できるよう、今後さらにブラッ
健康状態チェック
13:45
シュアップを図ります。
避難先施設で反省会実施
〜
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そろそろ︑梅の開花の便りを聞く頃

となりましたが︑今年も気を引き締め

て暦の一年をスタートしました︒

最近は地域の若い世代の人たちに

志摩園入所検討会議

接する機会も多く︑その明るく屈託の

ない笑顔に私もうれしさと元気をも

らいます︒﹁人との縁﹂をつないでくれ

る職員をはじめ︑私の周りの人たちに

感謝します︒この志摩園だよりの企画

取 材 に 協 力 し て く れ た 皆 様 の﹁ い い

顔 ﹂は 地 域 の 財 産 で す ︒糸 島 の 明 る い

未来を作ってくれる希望の笑顔を感

じます︒

老若男女問わず︑誰でも地域で参加

できる場をつくることで︑見えざる手

によって自然に地域共生感覚の習得

に導かれるのではないでしょうか︒

新しい年もこの財産が着実に増え

ていくよう︑志摩会の内で外でも個性

2019年度第2回

（令和1年10月24日開催）

理事長
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★要介護度別志摩園（定員130名）入所申込者の推移
志摩園入所検討会議
（令和1年10月24日開催）
★要介護度別志摩園（定員130名）入所申込者の推移

2019年度第2回

黒澤
明

11/16
稲刈り(9月)

脱穀(10月)

この冬一番の寒気に見舞われた2日前と一変して、
暖かで穏やかな天気に恵まれた収穫祭。
6月に手植えしたヒノヒカリは今年は31㎏の
となって、
皆さんにふるまわれました

0個

20

志摩会の介護職員等特定処遇改善計画の概要
令和元年度分について11月中に、法人が6事業所分を一括して福岡県に申請しました。

志摩会の介護職員等特定処遇改善計画の概要

賃上げを行う職員
①経験・技能のある介護職員…介護福祉士資格を有し、勤続年数10年
令和元年度分について11月中に、法人が6事業所分を一括して福岡県に申請しました。
の範囲
以上の者又は志摩会で4年以上かつ他法人で介護職員6年以上の経験
(原則として全ての
賃上げを行う職員
①経験・技能のある介護職員…介護福祉士資格を有し、勤続年数10年
を有する者が対象となります
直接雇用職員に
の範囲
以上の者又は志摩会で4年以上かつ他法人で介護職員6年以上の経験
②その他の介護職員…経験・技能のある介護職員以外の介護職員

支給する)
(原則として全ての
裏方仕事から、販売、接待までボランティ
アの皆様、
ありがとうございました。
を有する者が対象となります
③介護職員以外の職員
直接雇用職員に
②その他の介護職員…経験・技能のある介護職員以外の介護職員
支給する)
①、②、③の各グループ内の一人ひとりの支給額は一律とせず、人事考課
平均改善額
③介護職員以外の職員
結果等を参考にして決定します

①、②、③の各グループ内の一人ひとりの支給額は一律とせず、人事考課
「特定処遇改善加算手当」を新設して、毎月の給与として支給します
結果等を参考にして決定します
μᢿ፦ԛẲẟὲ
これからの介護職員はがんばってリーダーになれば、他産業で働く人と同じくらいの給料(現
と評判でした
支給方法
「特定処遇改善加算手当」を新設して、毎月の給与として支給します
状の年収ベースで440万くらい)はもらえる環境を作っていくことになります。志摩会のキャリ
アパス制度と親和させ、さらに実力を備えるリーダー介護福祉士を目指してもらえる仕組みを整
これからの介護職員はがんばってリーダーになれば、
他産業で働く人と同じくらいの給料(現
えます。
状の年収ベースで440万くらい)はもらえる環境を作っていくことになります。志摩会のキャリ
非正規職員の広い意味での処遇改善を実施するため、
来年度評価制度導入に向けて準備を進め
アパス制度と親和させ、
さらに実力を備えるリーダー介護福祉士を目指してもらえる仕組みを整
ています。
えます。

支給方法
平均改善額

非正規職員の広い意味での処遇改善を実施するため、来年度評価制度導入に向けて準備を進め
ています。

集後記】 改まって考えれば2020年の私は年男。そんなはずはないと真剣に思うほど、そ
裏方仕事から、
販売、
した。
覚は全くありません。
「接待までボランティ
その自覚」とは アの皆様、
カ・ン・レありがと
・キ！ うございま
今までかかったことのない病気
ることもたまにありますが、体内年齢は43歳、気持ちは少年のまま。だから自覚無しは当
しょう。
も無いけれど趣味はいくつもあって、その根っこのところは子供の頃好きだったことが
も続いています。一旦、高校、大学、社会人初期は全く興味、関心を無くしていたのが、突然
ってしまいました。それからはずっとという状況です。
μᢿ፦ԛẲẟὲ
前にも書いたと思いますが、コト消費ではなくモノ消費型(いわゆるオタク)
と評判でした
で、さぞかし断捨離のし甲斐がある、将来が楽しみです。
して、仕事の話。年金・医療・介護の社会保障費がピークに向かうこれから、
身もそのサービスを今まで以上に受ける側に回るわけで、不安と期待の複
気持ちです。
分の性格を考えれば、生活面も健康面もきちんと自己管理していくと思いま

令和元年度福岡県原子力防災訓練の
(介護老人福祉
毎月第4日曜日
13時30分〜 15時30分 (2時間)
11/30 社会福祉施設等避難訓練
施設)に志摩園が参加
糸島市健康福祉センターふれあい
2階交流室 で開催

◎
◎
◎ 糸島市の指示により、
事前の参加申込は不要です
屋内退避を経て、市外

に一時移転する広域避難訓練です。
12/22

(中継施設)
第3回わおん

(避難先施設)

志摩園 →ウエストヒル創生園 →かすがの郷
1/26 第4回わおん
某県の鹿の
前回が平成28年度で、今回が3度目の訓練参加でした。これまでの志摩園の反省とし
一月のテーマは 昔遊び
ゆるキャラでは
て、各行動があまりに手際よく進み過ぎたので、今回は志摩会の事業継続計画(BCP)と
ありません
原子力災害避難計画に沿って、
各担当が行動することを意識してみました。
11/24

第2回わおん

訓練タイムスケジュール 簡略版
九大ボランティアサークル

お手玉かるた

かげと感謝の気持ちが溢れていました。

避準備指示あり

【志摩園マンパワー】

したい﹂

ていくよう︑志摩会の内で外でも個性

新しい年もこの財産が着実に増え

に導かれるのではないでしょうか︒

によって自然に地域共生感覚の習得

できる場をつくることで︑見えざる手

★退域時検査誘導
頭、
顔、
手背、
手掌、
足の確認検査を
受けました

老若男女問わず︑誰でも地域で参加

未来を作ってくれる希望の笑顔を感

顔 ﹂は 地 域 の 財 産 で す ︒糸 島 の 明 る い

取 材 に 協 力 し て く れ た 皆 様 の﹁ い い

感謝します︒この志摩園だよりの企画

て暦の一年をスタートしました︒

11時36分中継施設に到着

職員リレー」
をリニューアル。 志摩園に関わってくれる人、

査(放射性物質付着の有無)
エピソード、
出来事、
活動等々ノンジャンルで紹介していきます。
中継施設まで迎 避難退域
を受ける
えに来た避難先 時検査中

わおんのメ
中継施設から避難先施設へ
12:17第1回目は、

How Manyイイ顔

る職員をはじめ︑私の周りの人たちに

らいます︒﹁人との縁﹂をつないでくれ

ない笑顔に私もうれしさと元気をも

接する機会も多く︑その明るく屈託の

最近は地域の若い世代の人たちに

となりましたが︑今年も気を引き締め

そろそろ︑梅の開花の便りを聞く頃

明
黒澤

「介護の仕事

吉村さんご夫妻
11/16

クリスマスソングをはじめ、時代劇のテーマ曲や童謡
などなじみの曲の見事なハーモニー。自然に体を使っ
てリズムに乗ったり、手拍子で参加したり、口ずさむ人、
涙ぐむ人と心安らぐひと時を演出してくださいました

コーナー
中継施設にて避難退域時検

稲刈り(9月)

11:40

﹁歳をくうても︑ お
(

この冬一番の寒気に見舞われた2日前と一変して、
暖かで穏やかな天気に恵まれた収穫祭。
6月に手植えしたヒノヒカリは今年は31㎏の
となって、
皆さんにふるまわれました

志摩園から中継施設に向け
移動開始
来月の本番に向け、楽器演奏
志摩園の避難車輌が中継施
11:36
新
設に到着
11:02

父さんと ユ
) ーモアで
可愛らしく老後を過ご

0個

志摩園の避難車輌に乗車

脱穀(10月)

speakerの植村介護職員(特養志摩園)

20

10:55

中継施設：特養ウエストヒル創生園
(福岡市西区)
ル ー ト：西九州自動車道
(前原東→周船寺)
距
離：20㎞
志摩園車輌乗車中 所用時間：34分
三段撃ちの射的
は凄かった

志摩園は一時移転の準備

⏙ ␔ ⏣␈⏣ ڌ
˟ ⎵ ⏺ ⏭⏫ ␔ ὲ
⎐ ⎡ࢸ ⏟ ␝ ⏩ ⍾
⎼
ᴾ ␁␖⏦␝ ⏲

10:50

訓練視察

想定入所者 3名 内、
1名は糸島市職員
介助職員
1名
運転手
1名
(連絡担当志摩園待機
1名)
安定ヨウ素剤準備
受賞

〜

集団ゲームを新たに追加
志摩園から避難先施設、中継
施設に避難人数他調整

外気流入
防止

から地域の絵てがみサークルや習字もされ

糸島市から志摩園に一時移
転指示あり

館内放送

た吉村さん。1時間くらいで完成されたそう

糸島市から志摩園に屋内退
避指示あり

。穏やかな人生はご主人や息子さんご夫婦

9:28

感動と希望に満ちた作品賞

介護職についたきっかけを皆さんにお話し
させていただきました。その後は改めて自
分がどんな介護をしていきたいのか考える
機会にもなりました。
脳科学者の茂木健一郎先生の講演や他の
人の介護技術の見学も大変勉強になり、
有意義な時間でした。

8:48 から中村さん(左)と井上さん
糸島市から志摩園に屋内退

少なくとも月1回は開催するよか志縁隊のわ
施設の車輌に乗り換え、
出発
ん企画会議ではメンバーから活発な意見が交
避難先施設：特養かすがの郷(春日市)
されます。なにより、ご
かすがの郷
距離：20㎞
所用時間
：55分
用者や保護者のお話し
車輌乗込み
貴重なエネルギーです

/27

ふくおか介護フェスタ 2019
(主催 福岡県 受託 福岡県
介護福祉士会 会場 都久志会館)
じます︒

を発揮して参ります︒

摩園から「KAIGO はじめたきっかけスピ
チ」に植村介護職員が発表、また「心に
ることば作品展」でデイサービスセンター
二志摩園ご利用者の吉村さんの
てがみが表彰されました。

福岡雙葉中学校吹奏楽部の
12/21
皆様来園

理事長

イキングばなしを。
出発
わおんの活動メニュー
13:12は定番と月替りの2本立
避難先施設に到着
て で す 。特 に 月 替 り メ
13時12分 避難先施設に到着
ニューは季節の行事や
13:15
避難先施設にて避難者の健
訓練は時間も行動内容も実施要項の手
地域や学校、ご家庭でも
な じ康状態確認と受入
みの慣習を取り入
順どうり、正確にできたと思います。
(楽器チェックと練習風景)
わおんはご利用対象
13:40れた活動にしています。
志摩園のBCPは関係機関、団体等と適
関係機関間で避難完了報告
ち な み に 1 0 月 は ハ ロ 者を広く設定してい 運営しています。
だか
切に連携できるよう、
今後さらにブラッ
ウィン、
12月はクリスマ
ら私たちもその日を
健康状態チェック
ますので、
より想像力
13:45
シュアップを図ります。
避難先施設で反省会実施
スを演出してみました。 を働かせて1回1回を 新鮮な気持ちで迎え
避難にご協力頂いた皆様、ありがとうございました。
られます。

地域に支えられている志摩園を 実感する日でもあり、明日の元気をもらいました。ありがとうございました。

持っている時間の長短が重要なのではなく、
自分の中に未来を創造する
長編・短編のSTORY

2019年度第2回

志摩園入所検討会議
（令和1年10月24日開催）
ấẮờ
ụỽἧỹ࣓ޟා
12/21 100回記念祝賀・忘年会

未来も今も自由に描く

福吉ミュージック
メイト様がご出演!
この一年の悪しき
ことをスカッと成敗！

オリーブの首飾り と
くればマジシャン登場。
これ条件反射です

を迎え︑﹁来し方行く末﹂
に思いを馳せました

素晴らしい天気にさ
らに明るさ、楽しさを
届けてくれたFMMの
皆 様 、ワ ン チ ー ム の
カッコよさに憧れて
しまいます。全8曲の
演奏も、もっと聞きた
かったです。
三味線ボランティアのお二人も午後
の演芸に参加協力下さいました

11/16

山上さん

第98回

ͤࡍᜒࡈ

三苫さん

λ  טᎍ ⍾⎼᰾ ᑥ ⍷٣
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第97回 11/2 ᘻࡊἅὅἇ

ー

4年間のス

八朔福岡支部執行委員長の社会貢献
やボランティアマインドを醸成して
いきたいとのご挨拶に勇気凛々

第101回

1/11

Ẩ

組合員の皆様の募金
活動から今年も寄贈
品を頂戴しました

ಮẅὶẅᦟ
志摩会の介護職員等特定処遇改善計画の概要

令和元年度分について11月中に、法人が6事業所分を一括して福岡県に申請しました。

賃上げを行う職員
の範囲

①経験・技能のある介護職員…介護福祉士資格を有し、勤続年数10年
以上の者又は志摩会で4年以上かつ他法人で介護職員6年以上の経験

新年は絆様でスタート︒
おやつは手作りぜんざい

ライドショ

寒さに負けず元気に冬を
過ごす
をテーマに、

▼朗笑一杯のカフェも
四年二か月を経て百回

★要介護度別志摩園（定員130名）入所申込者の推移
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

ạẇ
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
まつり志縁隊 ・よか志縁隊、
たまり場岐志・桜野・姫島茶所、おこもりカフェ岐志浜

(原則として全ての
直接雇用職員に
支給する)

特に、インフルエンザ予防と
を有する者が対象となります
ヒートショック対策のお話。

②その他の介護職員…経験・技能のある介護職員以外の介護職員
講師は志摩園古賀部長。
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平均改善額

支給方法

③介護職員以外の職員
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第102回 1/25 ἧἻἒὅἋὶ݊ٻପဒ˟
①、②、③の各グループ内の一人ひとりの支給額は一律とせず、人事考課
о˺ܴ
結果等を参考にして決定します

パナソニックグループ
労組50名の皆様が
志摩園で
社会貢献活動

第99回

「特定処遇改善加算手当」を新設して、毎月の給与として支給します

第66号

これからの介護職員はがんばってリーダーになれば、他産業で働く人と同じくらいの給料(現
状の年収ベースで440万くらい)はもらえる環境を作っていくことになります。志摩会のキャリ
アパス制度と親和させ、さらに実力を備えるリーダー介護福祉士を目指してもらえる仕組みを整
お馴染み野村先生の
えます。
リードでフラダンス…
フラ・ハナ・アロハ野村先生の
体が温ります。続く映
非正規職員の広い意味での処遇改善を実施するため、
ダンス指導。一気に2番までの 来年度評価制度導入に向けて準備を進め
画会は2012年公開の
ています。
振付を覚え、先生も驚き。続い
ツナグ でした
て可愛い干支のクラフト作り。

44th

12/14

2020. 1.31発行

◎ 毎月第4日曜日 13時30分〜 15時30分 (2時間)
◎ 糸島市健康福祉センターふれあい 2階交流室 で開催
2020. 1.31発行
◎ 事前の参加申込は不要です
毎月第4日曜日
13時30分〜 15時30分 (2時間)
糸島市健康福祉センターふれあい 2階交流室 で開催
事前の参加申込は不要です

【編集後記】 改まって考えれば2020年の私は年男。そんなはずはないと真剣に思うほど、そ
の自覚は全くありません。
「その自覚」とは カ・ン・レ・キ！ 今までかかったことのない病気
になることもたまにありますが、体内年齢は43歳、気持ちは少年のまま。だから自覚無しは当
然でしょう。
芸も無いけれど趣味はいくつもあって、その根っこのところは子供の頃好きだったことが
今でも続いています。一旦、高校、大学、社会人初期は全く興味、関心を無くしていたのが、突然
出戻ってしまいました。それからはずっとという状況です。
以前にも書いたと思いますが、コト消費ではなくモノ消費型(いわゆるオタク)
なので、さぞかし断捨離のし甲斐がある、将来が楽しみです。
そして、仕事の話。年金・医療・介護の社会保障費がピークに向かうこれから、
私自身もそのサービスを今まで以上に受ける側に回るわけで、不安と期待の複
雑な気持ちです。
自分の性格を考えれば、生活面も健康面もきちんと自己管理していくと思いま
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クリスマスソングをはじめ、時代劇のテーマ曲や童謡
などなじみの曲の見事なハーモニー。自然に体を使っ
てリズムに乗ったり、手拍子で参加したり、口ずさむ人、
涙ぐむ人と心安らぐひと時を演出してくださいました
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介護職についたきっかけを皆さんにお話し
させていただきました。その後は改めて自
分がどんな介護をしていきたいのか考える
機会にもなりました。
脳科学者の茂木健一郎先生の講演や他の
人の介護技術の見学も大変勉強になり、
有意義な時間でした。
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分がどんな介護をしていきたいのか考える
機会にもなりました。
脳科学者の茂木健一郎先生の講演や他の
人の介護技術の見学も大変勉強になり、
有意義な時間でした。
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芸も無いけれど趣味はいくつもあって、その根っこのところは子供の頃好きだったことが
今でも続いています。一旦、高校、大学、社会人初期は全く興味、関心を無くしていたのが、突然
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す。それが最もリスクを抑える方法だと疑いはありません。
けれども一つだけ、
ラーメンやうどんのスープを飲み干す習慣を止める方法を教えてほしいです。
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