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工事入札が9月6日にあり、株式会社へいせい様(糸島市)が落札されました。
9月8日に第1回目の工事打合せ会議を開催し今後のスケジュール等について話合い、
・・・
いよいよ改築工事がスタートしました。
9月16日

起工式
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志摩園︵松風館︶改築
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たわわな稲穂のように実り多き100年を生きてこられま
した吉村様。
ますますお健やかにお過ごしください

4日
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工
体
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9月23日職員打合せ会議

9月2

ソフト
やってみて初めて分かる課題
の対応に向かい合います…

工事期間中のご面会について
昼配食

解体が始まると工事の
キックオフを実感！！

【

令和3年11月〜令和4年1月の工程
敬老の日お祝い御膳(昼食)
10 9月16日
〜 11月 西棟、
東棟基礎工事
松風館改築工事
起工式

この日のお品書きは赤飯・天ぷら盛合せ・あんかけ茶碗蒸し・煮物盛合せ・果物・和菓

11 〜 12月 西棟、東棟土台敷き 棟上げ
タオル類のご寄贈
ありがとうございます

先駆者を追いつづけ

屋根葺き、外壁張り
ங᠆ỉщࢍẪẆ ፦Ẳẟۋ

志摩園玄関横に写真のパネルハウスを設置しま
半世紀前の先達と同じ地で再び起工式をầྵủộẴ
した。内部は間仕切り、換気扇を備えるなど感
染対策をしております。
行える喜び …
内装下地・内装仕上げ
冬期をメインにご利用いただくのでエアコンも 12 〜 1月 木工事、
糸島市シニアクラブ連合会
厨房内は大忙しですが、
職員
完備。
伊藤様(左)、
山本様
1月中旬
外部足場解体
の手際の良さ最高です。
面会時間やご予約はこれまでどおりです。
当日は芥屋区シニアクラブ様からも
入園者の皆さんも大喜びでした。
夕配食

戴しました。
皆様のお志に感謝しま
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来春高校卒業予定者職員採用試験

引津小学校4年生 認知症サポーター養成講座受講

今回は新4年生と学びました。今や、情報端末が1人1台配備され、小学校教室と志摩園会議室
を結んだリモート講座です。

ご利用者も鎌を手に取って参加

雨 の 降 り だし に ギ リ ギ リ セ ー フ

県立高校2校の生徒さん3名が作文と

さて、
こちらは今春高校を卒業し、職員に採用

された川原介護職員。
育成計画どおり、10月か

ら夜勤業務に従事できるまで成長、
「研修中」
の

面接試験に臨みました。介護の仕事
で地元就職を選択して頂いて嬉しい
です。

青海館外壁・屋根改修工事

赤ビブスも志摩園に返納してもらいました。
教育もネットワークでつながるス

タイルが普通になってきました
あっという間の半年でした。
何も解らない私
に先輩職員が根気強く、丁寧に教えてくださ
り、9月には夜勤を初めて経験。日勤とは雰
囲気が違い、不安で緊張しましたが、何事も
集中して頑張っていきたいです」 (川原)

介護保険制度が始まる前年の平成11年7月
社会福祉法人指導監査
ベテランから初心者まで
楽しい のお声が。
講座終了後のアンケートや先生

に竣工した建物で、志摩園初の個室が整備さ
講師は志摩地域包括支援セン のコメントを戴き、サポーター
10月12日に糸島市福祉保護課による社
の理解と個人個人のやる気が私
れるなど新しい時代にふさわしい、私たちの
ターの二人のスタッフです
たちにも伝わってきました
会福祉法人志摩会の監査を受けました。
夢や希望も担った建物です。
前回が平成30年でしたので、
3年振りの
あれから20年、少し傷みも出てきたのでこの

法人監査でした。

LIFEの運用開始

10月、まずは外観の補修工事を行いました。

人から頼まれ仕事や持ちかけられ話などがとても多く、毎日が確
集後記】 この半年、

(Long-term care Information system For Evidence)

に忙しくなっていくのですが、
会話の欠片からイマジネーションをどんどん広げて

ってそれがまた楽しく充実した日々の費消につながっています。
楽しい妄想に終わっ

科学的介護情報システム
捕らぬ狸になってしまうこともあるでしょうが。

今年4月から向こう3年間の介護報酬

LIFEを運用する為のソ
フ ト や ハ ー ド の 物 品︑
WiFi等の通信環境が
揃っていました

改定の柱の一つである、
「介護人材の

て、7月下旬、本法人の介護職員全員に
「介護職員から見た介護の仕事」
について、アン
確保・介護現場の革新」に 科学的介

ートに答えてもらいました。記述式でしかも記名してもらいましたが、
ほぼ全員から回 そ
護の推進 が位置付けられました。

が戻ってきました。
みなさん普段の率直な思いを書いてくれたと思います。
のツールが LIFE です。

の前提が「心理的安全性」
も同時に伝えていたからだと思います。
印象的
LIFEを 活 用
して根拠に基づくケア

醤油、
ネギみそ、
ゆず、
栗ご飯
（介護)を実践し、
ケアの質を向上させ
ったのは、
「オムツ交換や入浴してもらってご利用者をきれいにすること
の焼き 。
七輪の炭火で焼け
ấଷắỊẨ
ることを目指しています。
できたときは自分自身もうれしくなります」
、
これこそが
「共にある」
関係
ばまた一段と香ばしさが。
稲
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刈りの楽しさが増えますね。
と思います。
私自身が抱いていたバイアスを見事に払拭してくれました。
6ページに続く
志摩園LIFE運用PJチーム
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9月8日に第1回目の工事打合せ会議を開催し今後のスケジュール等について話合い、
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敬老の日お祝い御膳(昼食)

令和3年11月〜令和4年1月の工程
工事期間中のご面会について
この日のお品書きは赤飯・天ぷら盛合せ・あんかけ茶碗蒸し・煮物盛合せ・果物・和菓
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染対策をしております。
の手際の良さ最高です。
12 〜 1月
冬期をメインにご利用いただくのでエアコンも
入園者の皆さんも大喜びでした。
夕配食
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職員
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敬老の日お祝い御膳(昼食)
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先輩職員が根気強く、丁寧に教えてくださ
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気が違い、不安で緊張しましたが、何事も
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介護保険制度が始まる前年の平成11年7月
社会福祉法人指導監査
ベテランから初心者まで 楽しい のお声が。
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トに答えてもらいました。記述式でしかも記名してもらいましたが、
ほぼ全員から回
戻ってきました。みなさん普段の率直な思いを書いてくれたと思います。

おこもりカフェ岐志浜は、
・・・向こう3ヶ月ごとの 週替り
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
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刈りの楽しさが増えますね。

志摩園玄関横に写真のパネルハウスを設置しま
半世紀前の先達と同じ地で再び起工式をầྵủộẴ
した。内部は間仕切り、換気扇を備えるなど感
染対策をしております。
行える喜び …
内装下地・内装仕
冬期をメインにご利用いただくのでエアコンも 12 〜 1月 木工事、
完備。
1月中旬 外部足場解体
面会時間やご予約はこれまでどおりです。
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志摩園の経過とPJメンバーの感想
引津小学校4年生 認知症サポーター養成講座受講

今回は新4年生と学びました。今や、情報端末が1人1台配備され、小学校教室と志摩園会議室
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松風館改築工事
起工式

工事期間中のご面会について

解体が始まると工事の
キックオフを実感！
！

教育もネットワークでつながるス
タイルが普通になってきました
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の理解と個人個人のやる気が私
たちにも伝わってきました

9月23日職員打合せ会議
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西棟解

4日

体工事

着手

講師は志摩地域包括支援セン
ターの二人のスタッフです
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WiFi等の通信環境が
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○ 志摩園のこれからの取組み
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科学的介護情報システム
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工事入札が9月6日にあり、株式会社へいせい様(糸島市)が落札されました。
9月8日に第1回目の工事打合せ会議を開催し今後のスケジュール等について話合
いよいよ改築工事がスタートしました。

工事請負業者決定
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だったのは、
「オムツ交換や入浴してもらってご利用者をきれいにすること
その前提が「心理的安全性」も同時に伝えていたからだと思います。
印象的
答が戻ってきました。みなさん普段の率直な思いを書いてくれたと思います。
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さて、7月下旬、本法人の介護職員全員に
「介護職員から見た介護の仕事」
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いってそれがまた楽しく充実した日々の費消につながっています。
楽しい妄想に終わっ

実に忙しくなっていくのですが、
会話の欠片からイマジネーションをどんどん広げて
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人から頼まれ仕事や持ちかけられ話などがとても多く、毎日が確
【編集後記】 この半年、
10月、まずは外観の補修工事を行いました。

法人監査でした。

前回が平成30年でしたので、
3年振りの
会福祉法人志摩会の監査を受けました。
10月12日に糸島市福祉保護課による社

社会福祉法人指導監査

あれから20年、
少し傷みも出てきたのでこの
夢や希望も担った建物です。
れるなど新しい時代にふさわしい、私たちの
に竣工した建物で、志摩園初の個室が整備さ
介護保険制度が始まる前年の平成11年7月

「あっという間の半年でした。何も解らない私
に先輩職員が根気強く、丁寧に教えてくださ
り、9月には夜勤を初めて経験。日勤とは雰
囲気が違い、不安で緊張しましたが、何事も
集中して頑張っていきたいです」 (川原)
ペア魚釣り競争

ペア魚釣り競争

青海館外壁・屋根改修工事

赤ビブスも志摩園に返納してもらいました。
ら夜勤業務に従事できるまで成長、
「研修中」
の
された川原介護職員。育成計画どおり、10月か

です。

で地元就職を選択して頂いて嬉しい

何でも箸リレー

さて、こちらは今春高校を卒業し、職員に採用
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先駆者を追いつづけ

半世紀前の先達と同じ地で再び起工式を

DVD視聴後に糸島
認知症あんしん便
帳を資料に皆さん
行える喜び …
2019年公開の映画。
今回は75分の短縮版でしたが、
是非フルバージョンを見たく
DVD視聴後に糸島市
認知症を語り合い。
なりました。
認知症発症から7年間の本人、
家族の機微が伝わってきます
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࡛ㆤࡶ་⒪ࡶホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᖺ⤒㐣ࡋ࡚ࠊ
ㆤಖ㝤ไᗘࡣ᪂ࡓ࡞ࣇ࢙࣮ࢬධࡗࡓ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢไᗘࡢୗ
ࠉࠕຍ⟬ࢆࡼࡾከࡃ⟬ᐃࡍࡿタࡀ㉁ࡀ㧗࠸ࠖ
࠺ࡣࢃࡾࡲࡏࢇࡀࠊ
ᚿᦶᅬࡣࡈ⏝
ケートに答えてもらいました。
記述式でしかも記名してもらいましたが、
ほぼ全員から回
࡛ㆤࡶ་⒪ࡶホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⪅ඹ࠶ࡗ࡚ࠊᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ㑅ᢥࡋ࡚⾜ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
答が戻ってきました。
みなさん普段の率直な思いを書いてくれたと思います。
ࠉࠕຍ⟬ࢆࡼࡾከࡃ⟬ᐃࡍࡿタࡀ㉁ࡀ㧗࠸ࠖ
࠺ࡣࢃࡾࡲࡏࢇࡀࠊ
ᚿᦶᅬࡣࡈ⏝
ࠉᕼᮃ࡞ࡿࡃἢࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ
ྛ✀ຍ⟬ࢆ⟬ᐃࡍࡿᴗᡤࢆ┠ᣦࡋ
その前提が「心理的安全性」
も同時に伝えていたからだと思います。印象的
⪅ඹ࠶ࡗ࡚ࠊ
ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ㑅ᢥࡋ࡚⾜ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡍࠋㆤᴗᡤࡀࡑࡢࡓࡵࡢࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࠊ
ࣉࣟࢭࢫࠊ࢘ࢺࣉࢵࢺࠊ࢘ࢺ࣒࢝ࢆ✚
だったのは、
「オムツ交換や入浴してもらってご利用者をきれいにすること
ࠉᕼᮃ࡞ࡿࡃἢࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ
ྛ✀ຍ⟬ࢆ⟬ᐃࡍࡿᴗᡤࢆ┠ᣦࡋ
ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡅࡤࠊㆤࡢࡢ♫ⓗホ౯ࡣྥୖࡍࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ
ࡲࡍࠋ
ㆤᴗᡤࡀࡑࡢࡓࡵࡢࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࠊࣉࣟࢭࢫࠊ
࢘ࢺࣉࢵࢺࠊ
࢘ࢺ࣒࢝ࢆ✚
ができたときは自分自身もうれしくなります」
、これこそが
「共にある」
関係
ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡅࡤࠊ
ㆤࡢࡢ♫ⓗホ౯ࡣྥୖࡍࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ
だと思います。
私自身が抱いていたバイアスを見事に払拭してくれました。
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