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第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種 第2回目接種
(5月10日～5月14日) (5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜

ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。デイのスイカも成長デイのスイカも成長デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として“自立支援”を是に取組んできました。①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました

2020年度志摩会事業報告志摩園(松風館)改築情報　vol.1 ピックアップ

地域貢献活動
引津校区自主運行バス(おでかけ志縁隊)

3年目の自主運行バスはコロナ禍にあって
も休みませんでした。

1 社会福祉事業：志摩会は市町村決定の生計困
　難な方に利用料の負担軽減を実施しています

2 公益事業：志摩会自主事業の配食サービスに
　係る利用料軽減

利用者負担軽減

地域交流室内観パース工事スケジュール

設備上の特色

駐車場通路等の変更

居室の臨時移動について

建物の構造木造平屋(耐震・耐火構造)
889.13㎡
952.13㎡
個室　×　5
二人室×　3
2室(宿泊者用シャワー設備有)
61.25㎡

四人室×　2
　計  　19床

建物の建築面積
建物の延床面積

居室のタイプ

家族宿泊室
地域交流スペース

科学的介護の取組み

水分

運動

排泄

食事

ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
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昨年の収穫量が少なかったので、春先田んぼに肥料と愛を込めて、
さなぼりを待っていましたが、今年も“田植えの会”になりました。

“昔を思い出すねぇ”、“（実家の）
八女でよく田植えしていました”
　　　　　　 とご満悦(*_*)

新人早乙女にお二人のベテラン早乙女が加勢！

昨年秋の“勧進帳”が意外
に好評だったので、調子に
乗って第二弾を企画して

しまいました。今回は笑いす
ぎて涙ありで気持ちもリフレ
ッシュできたようです…

…毎週水曜日志摩ふれあい2階で開催中です。外出、おしゃ

べり、体を動かす、お食事等の機会としてご利用いただき、お

元気にお過ごし下さい。1回当り36名程度利用中です

武蔵・小次郎戦
闘糧食

・・・

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おります
（5、6月は再度の緊急事態宣言のため開催を中止しました）

恒例
第121回

第122回

今年で4年目です！ 令和3年3月から新規開講

かわい塾 持田塾

塾長　志摩園　河合副主任 塾長　志摩園　持田課長

開幕に先立ち、生きがいデイ教室第二志摩園のご紹介を

応援職員のおかげで
お弁当も時間どおり
完成。　感謝！

　これぞ、さなぼりの醍醐味！
これ以上のコメントはいりません。

生徒さん感想（抜粋）

蓋を開ける
のも楽しみ
です

竹皮弁当

7/3

7/17

・介護士になることの不安もありましたが、今日の話を聞いて、介護士になりたいと強く思いました
・「人の命を預かっている仕事」という一言が胸に響きました。社会福祉士、ケアマネージャー、
MSWの資格にも挑戦したい

・介護の仕事をしている母の施設に小学生の時付いていき、母がお年寄り一人ひとりに接し方を変え
ていることに気づきました。その理由を今日知ることができました。これからも母からたくさん
の話を聞いて、学んでいきたいです

資格をもっていなくても、介護の仕事は卒業して直ぐに就業できますが、介護福祉士やケアマネー
ジャー、社会福祉士などは働きながら取得するケースが圧倒的に多いです。志摩園は自分のスキル
アップを目指す人が資格をとるために必要な通学等のための休暇、受講料、受験料などを補助する
などの支援に取組んでいます。
介護の仕事で地元就職を希望される方々の事業所の一つとして、皆様を応援しています。

毎年卒業生を志摩園職員に輩出して頂いている県立

糸島農業高校で今年も生徒さん方の進路選択に役立

つ校内講座に“介護士コース”が設けられました。

その講座の講師に同校卒業生である老人ホーム志摩

園の介護職員の“中尾先輩”が登壇。当日は13名(内、6

名が3年生）の生徒さんが参加されました。

第2回

いざ決戦の場へ

昨年の資格取得者からメッセージ
(特養　介護福祉士　木下)

志摩園で、介護未経験の派遣職員とし
てスタートし、5年が過ぎるところで介
護福祉士になりました。過去と今と未
来をつなげる自信が湧いてきました。

志摩園では働きながら介護福祉士を目指す職
員が本当に多くなりました。待遇面のアップ
はもちろん、より専門的技術や知識を習得し
たいという内発的動機付けが促進される職場
環境があります。だから、資格取得後の自信に
つながるよう、サポートもしています。

近年の介護支援専門員試験の合格率は約
20%と段々厳しくなってきました。
個人学習に加えて、施設も応援する体制を組
み、毎月一回合同勉強中です。社会福祉士、介
護福祉士、管理栄養士などを基礎資格にもつ6
名が奮闘中です。
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桃太郎　小次郎
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槍の名手又兵衛
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： K.古賀
： S.柴田
： K.日下部
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風雲急告げ、
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お主、本当に武蔵殿か？
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＜人に喜んで頂く＞それが私たちの“仕事の甲斐”です 勝負あり！勝負あり！勝負あり！
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午後から
生きデイは観劇会



機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種 第2回目接種
(5月10日～5月14日) (5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜

ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。デイのスイカも成長デイのスイカも成長デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として“自立支援”を是に取組んできました。①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました

2020年度志摩会事業報告志摩園(松風館)改築情報　vol.1 ピックアップ

地域貢献活動
引津校区自主運行バス(おでかけ志縁隊)

3年目の自主運行バスはコロナ禍にあって
も休みませんでした。

1 社会福祉事業：志摩会は市町村決定の生計困
　難な方に利用料の負担軽減を実施しています

2 公益事業：志摩会自主事業の配食サービスに
　係る利用料軽減

利用者負担軽減

地域交流室内観パース工事スケジュール

設備上の特色

駐車場通路等の変更

居室の臨時移動について

建物の構造木造平屋(耐震・耐火構造)
889.13㎡
952.13㎡
個室　×　5
二人室×　3
2室(宿泊者用シャワー設備有)
61.25㎡

四人室×　2
　計  　19床

建物の建築面積
建物の延床面積

居室のタイプ

家族宿泊室
地域交流スペース

科学的介護の取組み

水分

運動

排泄

食事

ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート

機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…
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志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種第2回目接種
(5月10日～5月14日)(5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。
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志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
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ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。 デイのスイカも成長 デイのスイカも成長 デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として “自立支援” を是に取組んできました。 ①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～ 6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました
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昨年の収穫量が少なかったので、春先田んぼに肥料と愛を込めて、
さなぼりを待っていましたが、今年も“田植えの会”になりました。

“昔を思い出すねぇ”、“（実家の）
八女でよく田植えしていました”
　　　　　　 とご満悦(*_*)

新人早乙女にお二人のベテラン早乙女が加勢！

昨年秋の“勧進帳”が意外
に好評だったので、調子に
乗って第二弾を企画して

しまいました。今回は笑いす
ぎて涙ありで気持ちもリフレ
ッシュできたようです…

…毎週水曜日志摩ふれあい2階で開催中です。外出、おしゃ

べり、体を動かす、お食事等の機会としてご利用いただき、お

元気にお過ごし下さい。1回当り36名程度利用中です

武蔵・小次郎戦
闘糧食

・・・

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おります
（5、6月は再度の緊急事態宣言のため開催を中止しました）

恒例
第121回

第122回

今年で4年目です！ 令和3年3月から新規開講

かわい塾 持田塾

塾長　志摩園　河合副主任 塾長　志摩園　持田課長

開幕に先立ち、生きがいデイ教室第二志摩園のご紹介を

応援職員のおかげで
お弁当も時間どおり
完成。　感謝！

　これぞ、さなぼりの醍醐味！
これ以上のコメントはいりません。

生徒さん感想（抜粋）

蓋を開ける
のも楽しみ
です

竹皮弁当

7/3

7/17

・介護士になることの不安もありましたが、今日の話を聞いて、介護士になりたいと強く思いました
・「人の命を預かっている仕事」という一言が胸に響きました。社会福祉士、ケアマネージャー、
MSWの資格にも挑戦したい

・介護の仕事をしている母の施設に小学生の時付いていき、母がお年寄り一人ひとりに接し方を変え
ていることに気づきました。その理由を今日知ることができました。これからも母からたくさん
の話を聞いて、学んでいきたいです

資格をもっていなくても、介護の仕事は卒業して直ぐに就業できますが、介護福祉士やケアマネー
ジャー、社会福祉士などは働きながら取得するケースが圧倒的に多いです。志摩園は自分のスキル
アップを目指す人が資格をとるために必要な通学等のための休暇、受講料、受験料などを補助する
などの支援に取組んでいます。
介護の仕事で地元就職を希望される方々の事業所の一つとして、皆様を応援しています。

毎年卒業生を志摩園職員に輩出して頂いている県立

糸島農業高校で今年も生徒さん方の進路選択に役立

つ校内講座に“介護士コース”が設けられました。

その講座の講師に同校卒業生である老人ホーム志摩

園の介護職員の“中尾先輩”が登壇。当日は13名(内、6

名が3年生）の生徒さんが参加されました。

第2回

いざ決戦の場へ

昨年の資格取得者からメッセージ
(特養　介護福祉士　木下)

志摩園で、介護未経験の派遣職員とし
てスタートし、5年が過ぎるところで介
護福祉士になりました。過去と今と未
来をつなげる自信が湧いてきました。

志摩園では働きながら介護福祉士を目指す職
員が本当に多くなりました。待遇面のアップ
はもちろん、より専門的技術や知識を習得し
たいという内発的動機付けが促進される職場
環境があります。だから、資格取得後の自信に
つながるよう、サポートもしています。

近年の介護支援専門員試験の合格率は約
20%と段々厳しくなってきました。
個人学習に加えて、施設も応援する体制を組
み、毎月一回合同勉強中です。社会福祉士、介
護福祉士、管理栄養士などを基礎資格にもつ6
名が奮闘中です。

配役
脚本、演出、武蔵
桃太郎　小次郎
細川藩主
槍の名手又兵衛
黒子/音響

： K.古賀
： S.柴田
： K.日下部
： K.古家
： N.三井　/ A.藤原

風雲急告げ、
じりじり間合いを詰める

ここでもなめてかかった
武蔵はイタイ目に

観劇
弁当

観劇
弁当

観劇
弁当

高校教室にて

お主、本当に武蔵殿か？

自分の知っているストーリーに照らしながら舞台を追う安心感
＜人に喜んで頂く＞それが私たちの“仕事の甲斐”です 勝負あり！勝負あり！勝負あり！

必殺燕返し！
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午後から
生きデイは観劇会



機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種第2回目接種
(5月10日～5月14日)(5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
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業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜
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ありました。
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一般市民ボランティアの皆さんと志摩
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人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。
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園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～ 6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました

2020年度志摩会事業報告 志摩園(松風館)改築情報　vol.1ピックアップ
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岐志の港岐志の港岐志の港

午後から
生きデイは観劇会

昨年の収穫量が少なかったので、春先田んぼに肥料と愛を込めて、
さなぼりを待っていましたが、今年も“田植えの会”になりました。

“昔を思い出すねぇ”、“（実家の）
八女でよく田植えしていました”
　　　　　　 とご満悦(*_*)

新人早乙女にお二人のベテラン早乙女が加勢！

昨年秋の“勧進帳”が意外
に好評だったので、調子に
乗って第二弾を企画して

しまいました。今回は笑いす
ぎて涙ありで気持ちもリフレ
ッシュできたようです…

…毎週水曜日志摩ふれあい2階で開催中です。外出、おしゃ

べり、体を動かす、お食事等の機会としてご利用いただき、お

元気にお過ごし下さい。1回当り36名程度利用中です

武蔵・小次郎戦
闘糧食

・・・

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おります
（5、6月は再度の緊急事態宣言のため開催を中止しました）

恒例
第121回

第122回

今年で4年目です！ 令和3年3月から新規開講

かわい塾 持田塾

塾長　志摩園　河合副主任 塾長　志摩園　持田課長

開幕に先立ち、生きがいデイ教室第二志摩園のご紹介を

応援職員のおかげで
お弁当も時間どおり
完成。　感謝！

　これぞ、さなぼりの醍醐味！
これ以上のコメントはいりません。

生徒さん感想（抜粋）

蓋を開ける
のも楽しみ
です

竹皮弁当

7/3

7/17

・介護士になることの不安もありましたが、今日の話を聞いて、介護士になりたいと強く思いました
・「人の命を預かっている仕事」という一言が胸に響きました。社会福祉士、ケアマネージャー、
MSWの資格にも挑戦したい

・介護の仕事をしている母の施設に小学生の時付いていき、母がお年寄り一人ひとりに接し方を変え
ていることに気づきました。その理由を今日知ることができました。これからも母からたくさん
の話を聞いて、学んでいきたいです

資格をもっていなくても、介護の仕事は卒業して直ぐに就業できますが、介護福祉士やケアマネー
ジャー、社会福祉士などは働きながら取得するケースが圧倒的に多いです。志摩園は自分のスキル
アップを目指す人が資格をとるために必要な通学等のための休暇、受講料、受験料などを補助する
などの支援に取組んでいます。
介護の仕事で地元就職を希望される方々の事業所の一つとして、皆様を応援しています。

毎年卒業生を志摩園職員に輩出して頂いている県立

糸島農業高校で今年も生徒さん方の進路選択に役立

つ校内講座に“介護士コース”が設けられました。

その講座の講師に同校卒業生である老人ホーム志摩

園の介護職員の“中尾先輩”が登壇。当日は13名(内、6

名が3年生）の生徒さんが参加されました。

第2回

いざ決戦の場へ

昨年の資格取得者からメッセージ
(特養　介護福祉士　木下)

志摩園で、介護未経験の派遣職員とし
てスタートし、5年が過ぎるところで介
護福祉士になりました。過去と今と未
来をつなげる自信が湧いてきました。

志摩園では働きながら介護福祉士を目指す職
員が本当に多くなりました。待遇面のアップ
はもちろん、より専門的技術や知識を習得し
たいという内発的動機付けが促進される職場
環境があります。だから、資格取得後の自信に
つながるよう、サポートもしています。

近年の介護支援専門員試験の合格率は約
20%と段々厳しくなってきました。
個人学習に加えて、施設も応援する体制を組
み、毎月一回合同勉強中です。社会福祉士、介
護福祉士、管理栄養士などを基礎資格にもつ6
名が奮闘中です。

配役
脚本、演出、武蔵
桃太郎　小次郎
細川藩主
槍の名手又兵衛
黒子/音響

： K.古賀
： S.柴田
： K.日下部
： K.古家
： N.三井　/ A.藤原

風雲急告げ、
じりじり間合いを詰める

ここでもなめてかかった
武蔵はイタイ目に
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機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種第2回目接種
(5月10日～5月14日)(5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜

ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。 デイのスイカも成長 デイのスイカも成長 デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として “自立支援” を是に取組んできました。 ①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～ 6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました

2020年度志摩会事業報告 志摩園(松風館)改築情報　vol.1ピックアップ

地域貢献活動
引津校区自主運行バス(おでかけ志縁隊)

3年目の自主運行バスはコロナ禍にあって
も休みませんでした。

1 社会福祉事業：志摩会は市町村決定の生計困
　難な方に利用料の負担軽減を実施しています
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利用者負担軽減

地域交流室内観パース 工事スケジュール

設備上の特色

駐車場通路等の変更

居室の臨時移動について
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桃太郎　小次郎
細川藩主
槍の名手又兵衛
黒子/音響

： K.古賀
： S.柴田
： K.日下部
： K.古家
： N.三井　/ A.藤原

風雲急告げ、
じりじり間合いを詰める

ここでもなめてかかった
武蔵はイタイ目に

観劇
弁当

観劇
弁当

観劇
弁当

高校教室にて

お主、本当に武蔵殿か？

自分の知っているストーリーに照らしながら舞台を追う安心感
＜人に喜んで頂く＞それが私たちの“仕事の甲斐”です 勝負あり！勝負あり！勝負あり！

必殺燕返し！
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生きデイは観劇会
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機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種 第2回目接種
(5月10日～5月14日) (5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜

ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。デイのスイカも成長デイのスイカも成長デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として“自立支援”を是に取組んできました。①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました

2020年度志摩会事業報告志摩園(松風館)改築情報　vol.1 ピックアップ

地域貢献活動
引津校区自主運行バス(おでかけ志縁隊)

3年目の自主運行バスはコロナ禍にあって
も休みませんでした。

1 社会福祉事業：志摩会は市町村決定の生計困
　難な方に利用料の負担軽減を実施しています

2 公益事業：志摩会自主事業の配食サービスに
　係る利用料軽減

利用者負担軽減

地域交流室内観パース工事スケジュール

設備上の特色

駐車場通路等の変更

居室の臨時移動について

建物の構造木造平屋(耐震・耐火構造)
889.13㎡
952.13㎡
個室　×　5
二人室×　3
2室(宿泊者用シャワー設備有)
61.25㎡

四人室×　2
　計  　19床

建物の建築面積
建物の延床面積

居室のタイプ

家族宿泊室
地域交流スペース

科学的介護の取組み

水分

運動

排泄

食事

ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
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昨年の収穫量が少なかったので、春先田んぼに肥料と愛を込めて、
さなぼりを待っていましたが、今年も“田植えの会”になりました。

“昔を思い出すねぇ”、“（実家の）
八女でよく田植えしていました”
　　　　　　 とご満悦(*_*)

新人早乙女にお二人のベテラン早乙女が加勢！

昨年秋の“勧進帳”が意外
に好評だったので、調子に
乗って第二弾を企画して

しまいました。今回は笑いす
ぎて涙ありで気持ちもリフレ
ッシュできたようです…

…毎週水曜日志摩ふれあい2階で開催中です。外出、おしゃ

べり、体を動かす、お食事等の機会としてご利用いただき、お

元気にお過ごし下さい。1回当り36名程度利用中です

武蔵・小次郎戦
闘糧食

・・・

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おります
（5、6月は再度の緊急事態宣言のため開催を中止しました）

恒例
第121回

第122回

今年で4年目です！ 令和3年3月から新規開講

かわい塾 持田塾

塾長　志摩園　河合副主任 塾長　志摩園　持田課長

開幕に先立ち、生きがいデイ教室第二志摩園のご紹介を

応援職員のおかげで
お弁当も時間どおり
完成。　感謝！

　これぞ、さなぼりの醍醐味！
これ以上のコメントはいりません。

生徒さん感想（抜粋）

蓋を開ける
のも楽しみ
です

竹皮弁当

7/3

7/17

・介護士になることの不安もありましたが、今日の話を聞いて、介護士になりたいと強く思いました
・「人の命を預かっている仕事」という一言が胸に響きました。社会福祉士、ケアマネージャー、
MSWの資格にも挑戦したい

・介護の仕事をしている母の施設に小学生の時付いていき、母がお年寄り一人ひとりに接し方を変え
ていることに気づきました。その理由を今日知ることができました。これからも母からたくさん
の話を聞いて、学んでいきたいです

資格をもっていなくても、介護の仕事は卒業して直ぐに就業できますが、介護福祉士やケアマネー
ジャー、社会福祉士などは働きながら取得するケースが圧倒的に多いです。志摩園は自分のスキル
アップを目指す人が資格をとるために必要な通学等のための休暇、受講料、受験料などを補助する
などの支援に取組んでいます。
介護の仕事で地元就職を希望される方々の事業所の一つとして、皆様を応援しています。

毎年卒業生を志摩園職員に輩出して頂いている県立

糸島農業高校で今年も生徒さん方の進路選択に役立

つ校内講座に“介護士コース”が設けられました。

その講座の講師に同校卒業生である老人ホーム志摩

園の介護職員の“中尾先輩”が登壇。当日は13名(内、6

名が3年生）の生徒さんが参加されました。

第2回

いざ決戦の場へ

昨年の資格取得者からメッセージ
(特養　介護福祉士　木下)

志摩園で、介護未経験の派遣職員とし
てスタートし、5年が過ぎるところで介
護福祉士になりました。過去と今と未
来をつなげる自信が湧いてきました。

志摩園では働きながら介護福祉士を目指す職
員が本当に多くなりました。待遇面のアップ
はもちろん、より専門的技術や知識を習得し
たいという内発的動機付けが促進される職場
環境があります。だから、資格取得後の自信に
つながるよう、サポートもしています。

近年の介護支援専門員試験の合格率は約
20%と段々厳しくなってきました。
個人学習に加えて、施設も応援する体制を組
み、毎月一回合同勉強中です。社会福祉士、介
護福祉士、管理栄養士などを基礎資格にもつ6
名が奮闘中です。

配役
脚本、演出、武蔵
桃太郎　小次郎
細川藩主
槍の名手又兵衛
黒子/音響

： K.古賀
： S.柴田
： K.日下部
： K.古家
： N.三井　/ A.藤原

風雲急告げ、
じりじり間合いを詰める

ここでもなめてかかった
武蔵はイタイ目に

観劇
弁当

観劇
弁当

観劇
弁当

高校教室にて

お主、本当に武蔵殿か？

自分の知っているストーリーに照らしながら舞台を追う安心感
＜人に喜んで頂く＞それが私たちの“仕事の甲斐”です 勝負あり！勝負あり！勝負あり！

必殺燕返し！

最
後
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午後から
生きデイは観劇会
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機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種 第2回目接種
(5月10日～5月14日) (5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜

ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。デイのスイカも成長デイのスイカも成長デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として“自立支援”を是に取組んできました。①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました
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地域貢献活動
引津校区自主運行バス(おでかけ志縁隊)

3年目の自主運行バスはコロナ禍にあって
も休みませんでした。

1 社会福祉事業：志摩会は市町村決定の生計困
　難な方に利用料の負担軽減を実施しています

2 公益事業：志摩会自主事業の配食サービスに
　係る利用料軽減

利用者負担軽減

地域交流室内観パース工事スケジュール

設備上の特色

駐車場通路等の変更

居室の臨時移動について

建物の構造木造平屋(耐震・耐火構造)
889.13㎡
952.13㎡
個室　×　5
二人室×　3
2室(宿泊者用シャワー設備有)
61.25㎡

四人室×　2
　計  　19床

建物の建築面積
建物の延床面積

居室のタイプ

家族宿泊室
地域交流スペース

科学的介護の取組み

水分

運動

排泄

食事

ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート

機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種第2回目接種
(5月10日～5月14日)(5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜

ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。 デイのスイカも成長 デイのスイカも成長 デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として “自立支援” を是に取組んできました。 ①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～ 6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました

2020年度志摩会事業報告 志摩園(松風館)改築情報　vol.1ピックアップ

地域貢献活動
引津校区自主運行バス(おでかけ志縁隊)

3年目の自主運行バスはコロナ禍にあって
も休みませんでした。

1 社会福祉事業：志摩会は市町村決定の生計困
　難な方に利用料の負担軽減を実施しています

2 公益事業：志摩会自主事業の配食サービスに
　係る利用料軽減

利用者負担軽減

地域交流室内観パース 工事スケジュール

設備上の特色

駐車場通路等の変更

居室の臨時移動について

建物の構造 木造平屋(耐震・耐火構造)
889.13㎡
952.13㎡
個室　×　5
二人室×　3
2室(宿泊者用シャワー設備有)
61.25㎡

四人室×　2
　計  　19床

建物の建築面積
建物の延床面積

居室のタイプ

家族宿泊室
地域交流スペース

科学的介護の取組み

水分

運動

排泄

食事

ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート

昨年の収穫量が少なかったので、春先田んぼに肥料と愛を込めて、
さなぼりを待っていましたが、今年も“田植えの会”になりました。

“昔を思い出すねぇ”、“（実家の）
八女でよく田植えしていました”
　　　　　　 とご満悦(*_*)

新人早乙女にお二人のベテラン早乙女が加勢！

昨年秋の“勧進帳”が意外
に好評だったので、調子に
乗って第二弾を企画して

しまいました。今回は笑いす
ぎて涙ありで気持ちもリフレ
ッシュできたようです…

…毎週水曜日志摩ふれあい2階で開催中です。外出、おしゃ

べり、体を動かす、お食事等の機会としてご利用いただき、お

元気にお過ごし下さい。1回当り36名程度利用中です

武蔵・小次郎戦
闘糧食

・・・

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おります
（5、6月は再度の緊急事態宣言のため開催を中止しました）

恒例
第121回

第122回

今年で4年目です！ 令和3年3月から新規開講

かわい塾 持田塾

塾長　志摩園　河合副主任 塾長　志摩園　持田課長

開幕に先立ち、生きがいデイ教室第二志摩園のご紹介を

応援職員のおかげで
お弁当も時間どおり
完成。　感謝！

　これぞ、さなぼりの醍醐味！
これ以上のコメントはいりません。

生徒さん感想（抜粋）

蓋を開ける
のも楽しみ
です

竹皮弁当

7/3

7/17

・介護士になることの不安もありましたが、今日の話を聞いて、介護士になりたいと強く思いました
・「人の命を預かっている仕事」という一言が胸に響きました。社会福祉士、ケアマネージャー、
MSWの資格にも挑戦したい

・介護の仕事をしている母の施設に小学生の時付いていき、母がお年寄り一人ひとりに接し方を変え
ていることに気づきました。その理由を今日知ることができました。これからも母からたくさん
の話を聞いて、学んでいきたいです

資格をもっていなくても、介護の仕事は卒業して直ぐに就業できますが、介護福祉士やケアマネー
ジャー、社会福祉士などは働きながら取得するケースが圧倒的に多いです。志摩園は自分のスキル
アップを目指す人が資格をとるために必要な通学等のための休暇、受講料、受験料などを補助する
などの支援に取組んでいます。
介護の仕事で地元就職を希望される方々の事業所の一つとして、皆様を応援しています。

毎年卒業生を志摩園職員に輩出して頂いている県立

糸島農業高校で今年も生徒さん方の進路選択に役立

つ校内講座に“介護士コース”が設けられました。

その講座の講師に同校卒業生である老人ホーム志摩

園の介護職員の“中尾先輩”が登壇。当日は13名(内、6

名が3年生）の生徒さんが参加されました。

第2回

いざ決戦の場へ

昨年の資格取得者からメッセージ
(特養　介護福祉士　木下)

志摩園で、介護未経験の派遣職員とし
てスタートし、5年が過ぎるところで介
護福祉士になりました。過去と今と未
来をつなげる自信が湧いてきました。

志摩園では働きながら介護福祉士を目指す職
員が本当に多くなりました。待遇面のアップ
はもちろん、より専門的技術や知識を習得し
たいという内発的動機付けが促進される職場
環境があります。だから、資格取得後の自信に
つながるよう、サポートもしています。

近年の介護支援専門員試験の合格率は約
20%と段々厳しくなってきました。
個人学習に加えて、施設も応援する体制を組
み、毎月一回合同勉強中です。社会福祉士、介
護福祉士、管理栄養士などを基礎資格にもつ6
名が奮闘中です。

配役
脚本、演出、武蔵
桃太郎　小次郎
細川藩主
槍の名手又兵衛
黒子/音響

： K.古賀
： S.柴田
： K.日下部
： K.古家
： N.三井　/ A.藤原

風雲急告げ、
じりじり間合いを詰める

ここでもなめてかかった
武蔵はイタイ目に

観劇
弁当

観劇
弁当

観劇
弁当

高校教室にて

お主、本当に武蔵殿か？

自分の知っているストーリーに照らしながら舞台を追う安心感
＜人に喜んで頂く＞それが私たちの“仕事の甲斐”です 勝負あり！勝負あり！勝負あり！

必殺燕返し！
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ネーター　日下部
生活支援コーディ
ネーター　日下部
生活支援コーディ
ネーター　日下部

　　　　　　　講師
志摩地域包括支援センター　樋口保健師
　　　　　　　講師
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岐志の港岐志の港岐志の港

午後から
生きデイは観劇会

昨年の収穫量が少なかったので、春先田んぼに肥料と愛を込めて、
さなぼりを待っていましたが、今年も“田植えの会”になりました。

“昔を思い出すねぇ”、“（実家の）
八女でよく田植えしていました”
　　　　　　 とご満悦(*_*)

新人早乙女にお二人のベテラン早乙女が加勢！

昨年秋の“勧進帳”が意外
に好評だったので、調子に
乗って第二弾を企画して

しまいました。今回は笑いす
ぎて涙ありで気持ちもリフレ
ッシュできたようです…

…毎週水曜日志摩ふれあい2階で開催中です。外出、おしゃ

べり、体を動かす、お食事等の機会としてご利用いただき、お

元気にお過ごし下さい。1回当り36名程度利用中です

武蔵・小次郎戦
闘糧食

・・・

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おります
（5、6月は再度の緊急事態宣言のため開催を中止しました）

恒例
第121回

第122回

今年で4年目です！ 令和3年3月から新規開講

かわい塾 持田塾

塾長　志摩園　河合副主任 塾長　志摩園　持田課長

開幕に先立ち、生きがいデイ教室第二志摩園のご紹介を

応援職員のおかげで
お弁当も時間どおり
完成。　感謝！

　これぞ、さなぼりの醍醐味！
これ以上のコメントはいりません。

生徒さん感想（抜粋）

蓋を開ける
のも楽しみ
です

竹皮弁当

7/3

7/17

・介護士になることの不安もありましたが、今日の話を聞いて、介護士になりたいと強く思いました
・「人の命を預かっている仕事」という一言が胸に響きました。社会福祉士、ケアマネージャー、
MSWの資格にも挑戦したい

・介護の仕事をしている母の施設に小学生の時付いていき、母がお年寄り一人ひとりに接し方を変え
ていることに気づきました。その理由を今日知ることができました。これからも母からたくさん
の話を聞いて、学んでいきたいです

資格をもっていなくても、介護の仕事は卒業して直ぐに就業できますが、介護福祉士やケアマネー
ジャー、社会福祉士などは働きながら取得するケースが圧倒的に多いです。志摩園は自分のスキル
アップを目指す人が資格をとるために必要な通学等のための休暇、受講料、受験料などを補助する
などの支援に取組んでいます。
介護の仕事で地元就職を希望される方々の事業所の一つとして、皆様を応援しています。

毎年卒業生を志摩園職員に輩出して頂いている県立

糸島農業高校で今年も生徒さん方の進路選択に役立

つ校内講座に“介護士コース”が設けられました。

その講座の講師に同校卒業生である老人ホーム志摩

園の介護職員の“中尾先輩”が登壇。当日は13名(内、6

名が3年生）の生徒さんが参加されました。

第2回

いざ決戦の場へ

昨年の資格取得者からメッセージ
(特養　介護福祉士　木下)

志摩園で、介護未経験の派遣職員とし
てスタートし、5年が過ぎるところで介
護福祉士になりました。過去と今と未
来をつなげる自信が湧いてきました。

志摩園では働きながら介護福祉士を目指す職
員が本当に多くなりました。待遇面のアップ
はもちろん、より専門的技術や知識を習得し
たいという内発的動機付けが促進される職場
環境があります。だから、資格取得後の自信に
つながるよう、サポートもしています。

近年の介護支援専門員試験の合格率は約
20%と段々厳しくなってきました。
個人学習に加えて、施設も応援する体制を組
み、毎月一回合同勉強中です。社会福祉士、介
護福祉士、管理栄養士などを基礎資格にもつ6
名が奮闘中です。

配役
脚本、演出、武蔵
桃太郎　小次郎
細川藩主
槍の名手又兵衛
黒子/音響

： K.古賀
： S.柴田
： K.日下部
： K.古家
： N.三井　/ A.藤原

風雲急告げ、
じりじり間合いを詰める

ここでもなめてかかった
武蔵はイタイ目に

観劇
弁当

観劇
弁当

観劇
弁当

高校教室にて

お主、本当に武蔵殿か？

自分の知っているストーリーに照らしながら舞台を追う安心感
＜人に喜んで頂く＞それが私たちの“仕事の甲斐”です 勝負あり！勝負あり！勝負あり！

必殺燕返し！
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機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種第2回目接種
(5月10日～5月14日)(5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
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推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜
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一般市民ボランティアの皆さんと志摩
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人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。
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現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～ 6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました

2020年度志摩会事業報告 志摩園(松風館)改築情報　vol.1ピックアップ
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＜人に喜んで頂く＞それが私たちの“仕事の甲斐”です 勝負あり！勝負あり！勝負あり！

必殺燕返し！

最
後
は
ハ
エ
た
た
き

小
次
郎
と
の
決
戦
前
に
又
兵
衛
と

武
蔵
め
、
遅
い
！

自
転
車
を
駆
っ
て
地
域

理
解
を
深
め
て
い
ま
す生活支援コーディ

ネーター　日下部
生活支援コーディ
ネーター　日下部
生活支援コーディ
ネーター　日下部

　　　　　　　講師
志摩地域包括支援センター　樋口保健師
　　　　　　　講師
志摩地域包括支援センター　樋口保健師
　　　　　　　講師
志摩地域包括支援センター　樋口保健師

梅雨
の晴
れ間
の

GO
OD
 JO
B

岐志の港岐志の港岐志の港

午後から
生きデイは観劇会
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機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種 第2回目接種
(5月10日～5月14日) (5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜

ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。デイのスイカも成長デイのスイカも成長デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として“自立支援”を是に取組んできました。①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました

2020年度志摩会事業報告志摩園(松風館)改築情報　vol.1 ピックアップ

地域貢献活動
引津校区自主運行バス(おでかけ志縁隊)

3年目の自主運行バスはコロナ禍にあって
も休みませんでした。

1 社会福祉事業：志摩会は市町村決定の生計困
　難な方に利用料の負担軽減を実施しています

2 公益事業：志摩会自主事業の配食サービスに
　係る利用料軽減

利用者負担軽減

地域交流室内観パース工事スケジュール

設備上の特色

駐車場通路等の変更

居室の臨時移動について

建物の構造木造平屋(耐震・耐火構造)
889.13㎡
952.13㎡
個室　×　5
二人室×　3
2室(宿泊者用シャワー設備有)
61.25㎡

四人室×　2
　計  　19床

建物の建築面積
建物の延床面積

居室のタイプ

家族宿泊室
地域交流スペース

科学的介護の取組み

水分

運動

排泄

食事

ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
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昨年の収穫量が少なかったので、春先田んぼに肥料と愛を込めて、
さなぼりを待っていましたが、今年も“田植えの会”になりました。

“昔を思い出すねぇ”、“（実家の）
八女でよく田植えしていました”
　　　　　　 とご満悦(*_*)

新人早乙女にお二人のベテラン早乙女が加勢！

昨年秋の“勧進帳”が意外
に好評だったので、調子に
乗って第二弾を企画して

しまいました。今回は笑いす
ぎて涙ありで気持ちもリフレ
ッシュできたようです…

…毎週水曜日志摩ふれあい2階で開催中です。外出、おしゃ

べり、体を動かす、お食事等の機会としてご利用いただき、お

元気にお過ごし下さい。1回当り36名程度利用中です

武蔵・小次郎戦
闘糧食

・・・

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おります
（5、6月は再度の緊急事態宣言のため開催を中止しました）

恒例
第121回

第122回

今年で4年目です！ 令和3年3月から新規開講

かわい塾 持田塾

塾長　志摩園　河合副主任 塾長　志摩園　持田課長

開幕に先立ち、生きがいデイ教室第二志摩園のご紹介を

応援職員のおかげで
お弁当も時間どおり
完成。　感謝！

　これぞ、さなぼりの醍醐味！
これ以上のコメントはいりません。

生徒さん感想（抜粋）

蓋を開ける
のも楽しみ
です

竹皮弁当

7/3

7/17

・介護士になることの不安もありましたが、今日の話を聞いて、介護士になりたいと強く思いました
・「人の命を預かっている仕事」という一言が胸に響きました。社会福祉士、ケアマネージャー、
MSWの資格にも挑戦したい

・介護の仕事をしている母の施設に小学生の時付いていき、母がお年寄り一人ひとりに接し方を変え
ていることに気づきました。その理由を今日知ることができました。これからも母からたくさん
の話を聞いて、学んでいきたいです

資格をもっていなくても、介護の仕事は卒業して直ぐに就業できますが、介護福祉士やケアマネー
ジャー、社会福祉士などは働きながら取得するケースが圧倒的に多いです。志摩園は自分のスキル
アップを目指す人が資格をとるために必要な通学等のための休暇、受講料、受験料などを補助する
などの支援に取組んでいます。
介護の仕事で地元就職を希望される方々の事業所の一つとして、皆様を応援しています。

毎年卒業生を志摩園職員に輩出して頂いている県立

糸島農業高校で今年も生徒さん方の進路選択に役立

つ校内講座に“介護士コース”が設けられました。

その講座の講師に同校卒業生である老人ホーム志摩

園の介護職員の“中尾先輩”が登壇。当日は13名(内、6

名が3年生）の生徒さんが参加されました。

第2回

いざ決戦の場へ

昨年の資格取得者からメッセージ
(特養　介護福祉士　木下)

志摩園で、介護未経験の派遣職員とし
てスタートし、5年が過ぎるところで介
護福祉士になりました。過去と今と未
来をつなげる自信が湧いてきました。

志摩園では働きながら介護福祉士を目指す職
員が本当に多くなりました。待遇面のアップ
はもちろん、より専門的技術や知識を習得し
たいという内発的動機付けが促進される職場
環境があります。だから、資格取得後の自信に
つながるよう、サポートもしています。

近年の介護支援専門員試験の合格率は約
20%と段々厳しくなってきました。
個人学習に加えて、施設も応援する体制を組
み、毎月一回合同勉強中です。社会福祉士、介
護福祉士、管理栄養士などを基礎資格にもつ6
名が奮闘中です。

配役
脚本、演出、武蔵
桃太郎　小次郎
細川藩主
槍の名手又兵衛
黒子/音響

： K.古賀
： S.柴田
： K.日下部
： K.古家
： N.三井　/ A.藤原

風雲急告げ、
じりじり間合いを詰める

ここでもなめてかかった
武蔵はイタイ目に

観劇
弁当

観劇
弁当

観劇
弁当

高校教室にて

お主、本当に武蔵殿か？

自分の知っているストーリーに照らしながら舞台を追う安心感
＜人に喜んで頂く＞それが私たちの“仕事の甲斐”です 勝負あり！勝負あり！勝負あり！

必殺燕返し！
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機能とデザインは符合する

機能や性能に優れる工業プロダクトは
デザインもクール　さて、新松風館も
この法則にあやかりたいもの…

2021.7.31発行

第72号

志摩園のコロナワクチン接種支援実績

往診型接種にご協力頂いたのは志摩園の嘱託医療機関である岩隈医院です

先生の問診から入園者並び職員の注射が終わるまで一日平均20分程度とスムーズ
に進行、その後異常の有無の観察待機時間を30分とりました
接種後、体調に異変が現れた入園者は、1回目で4名、2回目で14名おられ、38度前
後の発熱症状が主でした。その後皆様回復されました。

期間中に2回接種が完了した方は入園者が111名、職員が92名です

第1回目接種 第2回目接種
(5月10日～5月14日) (5月31日～6月3日)

　　　　　私のコロナワクチン接種は2回目が終了しました。ワクチン接種に多少不安
を抱いていたのが正直なところです。しかし、1回目の注射が済んだところで、ただ臆病
風に吹かれていただけと思いました。未知の体験を乗り越えたこと、自分の感染リスクが
抑えられるというこれらの安堵感を久しぶりに味わい、気分も高揚してきます。
早くコロナ以前の生活を取り戻したい気持ちと元には戻れない、戻りたくないというい
ろんな価値を自分のなかに見出しています。プライベートな部分ではコロナ以前を望み、
仕事ではコロナ後のニューノーマルを目指したいと考えています。
ニューノーマル経営は嫌でも向き合い、適応していかなければ将来展望ももてなくなっ
てしまいそうです。そのうえ、準備する時間も余裕があるわけではありませんので、私た
ちの取組みもスピードアップが求められています。今、事業計画は整理でき
ていませんし、漠然のイメージ程度です。2040年、デジタルトランスフォー
メーション社会、多元的社会、地域共生社会、地域福祉連携推進法人などの
キーワードをさらに一つ一つのピースに加工してニューノーマル仕様の事
業計画という設計図を作り上げます。ベースは地域のニーズでしょう。
さて、ワクチン接種が進んだアメリカでは、接種を完了した人は屋内外でマ
スクを着用しなくてよいという指針を出したようです。これもワクチン接種
推進の「特典」のひとつなのでしょうか。

【編集後記】

松風館完成予想図(第1次パース)

志摩園夏祭り中止のお知らせ

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、
　　　　　たまり場桜野・おこもりカフェ岐志浜

ワクチン接種の普及に期待していますが、一方で、より感染力
の強い新たな変異種よる感染が増える傾向があるため、2021
年度の志摩園夏祭りは中止となりました。
情熱的でエネルギッシュな真夏の一夜を会場一杯に詰め込ん
で3年分の楽しみを皆様と来年是非実現したいですね。デイのスイカも成長デイのスイカも成長デイのスイカも成長

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、ご利用者にも職員にも
感染者が出ずに、クラスターを作らずに乗り切ることができたことは幸いでした。しかしな
がら、感染拡大防止のため、予定していた各種事業は中止あるいは内容変更したものも多く
ありました。

志摩園だより第71号でお知らせのとおり、松風館改築(工事)状況などを本た
より発行(7月、10月、1月、4月)に合わせ、4回連載で皆様にお伝えしてまい
ります。今回は改築工事全体の要点を簡単に整理しました。

一般市民ボランティアの皆さんと志摩

園を含む当校区にある3つの社会福祉法

人職員が運転手や乗降介助ボランティ

アとして運行に協力しています。

　令和3年度からの介護報酬上の評価に「自立支援（科学的）介護」が組込まれていくことは
随分前から予測されました。志摩園は報酬という制度的インセンティブの有無にかかわらず、
介護施設の専門性として“自立支援”を是に取組んできました。①　松風館は今後も経管栄養や最重度要介護者の方を中心に利用して頂く建物になります

②　部屋数は居室だけで3室増え、10室になります。その他、浴室、地域交流室も設けます。職

　　員の動線も長くなりますので入園者の安心で安全な生活と業務の

　　の効率化を両立するため、各種テクノロジー機器を導入します

③　家族宿泊室を整備します

④　感染症流行時も建物内で面会できるスペースを用意します

工事期間中は駐車場の通行ルートと駐車スペースが大きく変更になります。外来者、職員、志摩
園所有車駐車場として一体的に使用しますので安全運転にご協力お願いします

現在松風館ご利用者は、9月中旬から解体工事が始まるため、8月末までに志摩園の他の建物の空
きベッドに半年間程度移動して頂くことになります。新建物が完成後は優先的に松風館居室に戻
ります

■令和2年度は延15名の入園者の皆さんが協力くださり、そのうちスタートからゴールに到達
した12名の水分摂取、運動、排泄状況の分析です(取組期間は2ヶ月～6ヶ月）。

■検証  ：入園者ご自身のペースに合わせた支援を大事にしています。だから、全ての項目でバ
ランスよく改善が図られなくても、水分摂取が増えた、下剤が外せた、歩行距離が伸びた等一
つの変化を実感するとご本人と職員の強い動機付けになりますし、試行錯誤を重ねてノウハウ
を積上げています。2021年度から志摩園全館で取組みを始める予定です。

途中体調変化のあった1名を除き、着実に一日当りの水分摂取量は2割以上増えていき
ます。ポイントは飲み物の種類を増やすだけでなく、ご本人に水分を取って頂くため
一人ひとりに合わせて考え、テクニックを駆使しています
日常の歩行の機会や機能訓練の実施で、車いす→手引き歩行→歩行器歩行へと段階を
追って移動の状態が改善されています

オムツが必要なくなった方は2名でした。下剤の減量や中止に向けたプランを先ず検
討して、前記の水分、運動ケアを組合せています。体調を崩され一時的にオムツ着用
しても、回復後はオムツなしを継続できるようになりました
1名の常食化ケアの取組みを開始、おかゆ・あら刻み形態から常食に戻りました
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地域貢献活動
引津校区自主運行バス(おでかけ志縁隊)

3年目の自主運行バスはコロナ禍にあって
も休みませんでした。

1 社会福祉事業：志摩会は市町村決定の生計困
　難な方に利用料の負担軽減を実施しています

2 公益事業：志摩会自主事業の配食サービスに
　係る利用料軽減

利用者負担軽減

地域交流室内観パース工事スケジュール

設備上の特色

駐車場通路等の変更

居室の臨時移動について

建物の構造木造平屋(耐震・耐火構造)
889.13㎡
952.13㎡
個室　×　5
二人室×　3
2室(宿泊者用シャワー設備有)
61.25㎡

四人室×　2
　計  　19床

建物の建築面積
建物の延床面積

居室のタイプ

家族宿泊室
地域交流スペース

科学的介護の取組み

水分

運動

排泄

食事

ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート
ジューシー＆
　　　　  スイート


