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謹賀新年

ご利用者・職員の弥彦神社合同参拝

はな広場のお正月風景

デイサービスセンター桜井の里のお正月風景

分水の里のお正月風景

だれが主人公か？

社会福祉法人
桜井の里福祉会
理事長

柏原雅史

新年おめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。
さて年明けの先日のこと、片麻痺でも
元気いっぱいのお年寄りとお会いしまし
た。ご自分が経験されたことで憤慨して
おられました。
「 お れ が リ ハ ビ リ す る こ と、 退 院 す る
こと、相談もなく決定したことをおれに
教えるのは後回し。雰囲気で薄々察して
は い る け れ ど、 知 ら さ れ る の は 直 前 だ。
それはおかしいと思う。おれのことなの
に、おれに伝えるのが最後だ」
お話をお聞きして私は、はっとしまし
た。
自分以外の誰かが、ある日病気や障が
いを背負ってしまった瞬間から、その人
を一人前とは思わなくなり、周りが代わ
りにやってあげることがその人のために
なることだと、無意識に思い込んでしま
う。私自身もそんなことをやっているの
ではないか。だれが主人公か？
ノーマライゼーションという現在の福
祉の基礎にある考え方があります。障が
いのある人も病気の人も高齢者も、共に
同じ社会の中で、隔離されず差別されず、
普通（ノーマル）の生活ができるように
するということ。
それはつまりどんな人でも「当たり前
の生活」ができるようにするということ。
そして第一に、その人の意思、気持ちが
尊重されるということが根本です。その
ためには私たちがその思いを強く共有す
ることが大切です。
さらに介護の現場、施設がけっして孤
立した場所ではなく、皆様が気軽に出入
りできる当たり前の居場所であることが
必要です。どうかこれからも「もうひと
つのわが家」として末永くおつきあい下
さい。
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はな広場／〒959-0111
新潟県燕市横田9948番地1
TEL（0256）47-1222／FAX（0256）63-4050

生きがい広場地蔵堂／〒959-0120
新潟県燕市分水栄町1番3号
TEL（0256）97-7117／FAX（0256）97-7119

分水の里／〒959-0133
新潟県燕市新堀2479番地2
TEL（0256）97-7111／FAX（0256）97-7100

桜井の里／〒959-0318
新潟県西蒲原郡弥彦村大字麓3036番地
TEL（0256）94-3939／FAX（0256）94-2552

忘年会

12月12日、桜井の里忘年会が各フロアごとに
開催されました。大勢のご家族と一緒にご馳走を
食べ、職員の出し物などを見て楽しみました。ま
た、昨年に引き続き、ひまわり寿司様に来園して
頂き、職人さんから生寿司を握ってもらいました。

桜井の里
たより

いっぺこと枝豆（まめ）がなったなぁ

厨房手作り
押し寿司

１月８日、毎年恒例となっているご利用者・職員合同の弥彦神社

じいちゃん！自宅（うち）らよっ

本年もよろしくお願いいたします

参拝へ出掛けました。今年も一年「無病息災」を祈り、素敵な年を

裏ごしの秘訣は心を込めること

本成寺でお参りをしました

何事も ＂うま＂ くいきますように…

スタートさせました。元旦はおとそで長寿を願い、またお正月行事

見事な干し柿ですね

新年明けましておめでとうございます
として、福笑いや書初めなどを行い、皆さんと一緒に楽しみました。

一緒で何より！ 秋の美術館へ

ショートステイご利用の田中勝美様は、かねてから、いつもより少し足を伸ばした所へ

の紅葉狩りや秋の小旅行を望まれていました。そこで、デイサービスセンター桜井の里ご

利用の渡邊義雄様とは旧知の仲であることから、職員を介し話を進めたところトントン

拍子に話がまとまりました。

秋の吉日を選び、旧新津石油王ゆかりの中野邸美術館、小須戸温泉健康センター「花

あっぱれ！生涯現役

デイサービスセンター桜井の里ご利
用の徳永レン子様は、長年旅館業を営
まれ、今でも息子様を手伝って皿洗い
等を続けておられます。ご自分から進
んでご飯盛りや洗い物等をして下さ
り、楽しそうに仕事をされる姿勢を私
達も見習いたいと思います。

『日々の風景』写真館

かわいくて、かわいくてねぇ
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の湯館」のお風呂の効能を全身に受けてきました。夕食は昔なじみの吉田の居酒屋「鳥っ

弥彦菊まつりで菊を鑑
賞したり、国上山へ紅葉
を見にドライブに行って
きました。見事な菊と紅
葉を見ながら、季節の移
ろいを感じてきました。

こ」で喉を潤し、舌鼓を打ってきました。ご利用者同士のお付き合いも大切ですね。

弥彦菊まつり、紅葉狩り

オードブル
＆ケーキ！！

ご夫婦そろって年忘れ！
！

今年もお世話になりました。かんぱ～い！

美味しい料理を前に顔がほころびます

お寿司を前にビールがすすみますね

食後には大好きなケーキ♪

今年も家族一緒ですね

親子で過ごす日は格別です♪

ご馳走がいっぱい！
！

美味しいかねぇ～

おめさん、どの漬物にするねぇ？

元気らかね？

書は心のうるおいです

さくら
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白根の果樹
園へぶどう狩り
に出掛けられた
り、岩室へドラ
イブ に 行 か れ、
レストランでご
飯を食べてきま
した。

茶和会

さとでは２～
３ヶ月 に 一 度、
茶和 会 を 行 い、
ご家族で一緒に
お 茶 をし たり、
面談を行いま
す。

和気あいあい
夫婦で寄り添い
仲良しこよし

明けましておめでとうございます。新しい年を迎え、ご利用
者、職員らと毎年恒例になっている初詣へ行って参りました。
厳かな雰囲気の中、健康や幸せを祈願しました。皆様の願い
が成就するといいですね。

X'mas 忘年会

12月23日、毎年恒例の一年の締めを飾る「クリスマス・忘年会」が開催されました。
本年も多くのボランティア様にご協力頂き、大成功に終える事が出来ました。

てまり

ショートステイ

ちょっと足を伸ばして寺泊までドライブへ

さくら

紅葉キレイですね～

吉田の三宝でお食事を楽
しんだり、弥彦、国上の紅
葉をながめてきました。

デイサービスセンター

アー

紅葉・食事ツ

いー
あー気持ち

弥彦神社へ初詣

分水の里だより

。
また来てね

外出レク

～さくら・ふじ・もみじ～

ボラン
ティアの
方と次の
お約束

気持ち
良いで
すか？

様

ボランティア

もみじ

だね
花がキレイ

さと

秋晴れの中、弥彦菊ま
つりなど色々な所に出か
けました。

デイサービスセンター

秋のお出かけ

焼きいも
自分達で焼いた焼きいも
は格別です。

ー

ドライブツア

雨でしたが車内で楽しみ
ました！

足 湯
おいしいラーメンにニッコリ

そっちもおいし
そうですねぇ

あ～ん

どれもおいしそうで迷うねぇ

はな広場の足湯です

50代

私の自慢の

1

枚
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山崎タイ様
山崎 愛様

双子の姉妹でデイ
サービスさくらをご
利用されているお二
人。 甥 っ 子 さ ん の 結
婚式の時に撮った写
真です。
デイサービスに来
られた際にはリハビ
リ を 熱 心 に さ れ、 愛
様は他御利用者と楽
しくお
話され
ていま
す。 本
当にそ
っくり
で仲良
しのお
二人で
す。

現在

良いお湯でした！ピース！
！

さくら
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生きがい広場地蔵堂のお正月
お正月御膳

凄いね！

♪
おいし～

！
！

弥彦神社参拝
海老もビックサイズ！？

健
今 年も皆さん
ありますように

お品書きと共に、豪華なおせちをみんなで満喫！！

カルタとり

生きがい神社参拝

康で

新年の書初め

職員も仮装しました

クリスマスと言えばチキン！

イェーイ

ご家族と食べたり、飲んだりして楽しみました！！

！
！
サンタとトナカイですね

男同士の真剣勝負！

はな広場の日常風景

飲むぞ～

るかな？
で
う
ど
は
次

今年も１年ご苦労様でした

はな広場では多くのご利用者様、ご家族も参加され職
員も仮装し、大盛り上がりの忘年会になりました。

お姫様を守るカッパです

秋といえば菊！
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太古の湯恒例の男子会

福笑い

花札

クリスマス会

着物美人と一緒に書初め

クリスマス忘年会

れて
獅子舞に噛ま
無病息災

か
目はここあろっ あー！負けた ･･

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。生きがい広場
地蔵堂では書初め、弥彦神社初詣、福笑い、カルタ取りなどを行い楽しく過ごしました！

新春を迎え、おせち料理やお酒で大盛り上がり
の元旦を過ごしたり、書初めで皆さん思い思いの
事を書かれていました。

これらね！

乾杯は
よ
越の寒梅

2014年新年

12月23日に生きがい広場地蔵堂クリスマス会が開催され職員､ 御利用者様参加の催し物
や特別昼食メニュー､ クリスマスケーキを食べてとても楽しいひとときを過ごしました！！

ハンドベル

職員による劇(白雪姫)

ーン＃
♪せ～の♪チリ

特別昼食メニュー

王子～っ！

クリスマスケーキ

姫～っ！

ビンゴゲーム

ｼｭｰｸﾘｰﾑﾛｼｱﾝﾙｰﾚｯﾄ

ないように･･
辛いのが当たら
ドキドキ･･

生きがい広場地蔵堂の日常風景
蕎麦打ち

入浴剤作り

和紙で作る玉作り

作品展見学

美味しいたくあん作ります！
さくら
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グループホーム こいて・我が家・縁

グループホーム
えにし

山口百恵!?

あれ？息子!?

よ～
演奏良かった

！
！

❾ さくら 第35号（2014.新春号）

皆でハイチーズ☆

頂上まで来ました！！

イェ～イ☆

うんめね～

楽しいね♥

さくら

クリスマス忘年会

縁

！
！

おいしそう！！

クリスマス忘年会

皆で歌うと賑やかで
楽しいねぇ

今 年の テ ーマ は 昭 和の ス
ター大集合 職員がスターに
仮 装 し一緒 に 楽 し ま せ て 頂 き
ました。皆様ごちそうや余興
を楽しまれていました。

天気が良くて気持ち良いね～

山崎先生の生演奏♪

日常風景

菊キレイでしょ～

我が家

ジング
ルベル
♪
ジング
ルベル
♪
鈴が鳴
る～♪

サンタからの素敵なプレゼントが届きました♪
思わずにっこり

見事なもんだ！

縁の皆様は外出が大好き 秋には紅葉を見
に弥彦山へドライブに行ったり菊祭りを見に
弥彦神社へ行って来ました。
お出かけの後にはご馳走も沢山食べて来ら
れました。

あんたも食べなせ♪

グループホーム

今年も我が家でアットホー
ムなクリスマス忘年会♪ア
コーディオン演奏に♪サンタ
からプレゼントに♪笑顔いっ
ぱいの楽しい時間でした♪

とっても綺麗らよ～

そろそろ焼けた
かな？

完成！
！

弥彦へもみじ狩り♪

やっぱり弥彦のもみじ
谷の紅葉が一番♪

穏やかな秋晴れ、弥彦もみじ谷へ行っ
てきました。きれいな紅葉に皆さん素敵
な笑顔です♪

私と紅葉どっちが綺麗？

私にできるかや～

おやつ作り

上手くひっくり返
せました。

プレゼントありがとうございます（運営推進委員会より） 一堂が集まった会場の様子

もみじも
真っ赤ですよ♪

こいて

♪
しい
おい

この大きい魚で決まり！
！

グループホーム

テレビで見たドラ焼きが
とてもおいしそうで、おや
つはドラ焼きに決まり。バ
ター、あんこ、サツマイモ
とオリジナルのトッピング
をして大満足。

うまそうだなぁ～

お見事！

大きな飾り付けを作成中！

クリスマス会

手芸の先生もご一緒に！

ふなっしーも登場

今年のクリスマス会にはサンタクロー
スやトナカイに加え、巷で話題の＂ふなっ
しー”も登場しました。日頃、また事あ
るごとにご家族、地域、運営推進委員会
の方々にも来訪いただくので、ご利用者も
安心、充実した日々を過ごしております。

ワクワク

カラオケもいいですよね！

えにし

少人数なので気心も知れた仲間と楽しい毎日を元気に過ごしています。

角上魚類に行ってきました

グループホームは、家庭的な環境の下、皆で楽しく共同生活をしています。
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夢・キラリ 職員紹介！
この２ページは、職員の夢や思いに、あるい
は法人の取組などにフォーカスしていくページ
ですので、今後ともご声援どうぞよろしくお願
いいたします。
グループホーム

縁

介護職員兼生活相談員

成

田

茂

特別養護老人ホーム 桜井の里

雄

私はこの職業に就いてから色々な出会いと別れ、そして経験を繰り返し
人間的にも少しづつ成長をしている真っ最中です。私はプライベートでず
っと音楽を中心としてバンド活動をしていますが、多くの人と交流するこ
との大事さ、人の想いを受け止めること、すべてにおいて今の職業とリン
クすることを知りました。昨年の７月にバンドを脱退し、今は活動してい
ませんが、一人でも多くの人に音楽の楽しさを伝えられるように今でも音
楽に関わっています。それと同様に介護の楽しさも多くの人に伝えていけ
たらと思います。またさらに私事ですが、桜井の里に来て大事な人、将来
の良き伴侶と出会い結婚することができ、とても充実した毎日を送ってお
ります。

ア
ィ
テ
ン
ラ
ボ
の
ある日
景
風
か
や
和
真剣、

厨房リーダー管理栄養士

特別養護老人ホーム 桜井の里
ユニットフロア絆 介護職員

燕市分水地区地域包括支援センター
社会福祉士

茂

岡

敏

夫

私は、平成23年の「はな広場」開所とともに入社し、昨年より燕市分水
地区地域包括支援センターに配属となり、分水地区にお住まいの方の様々
な相談を受け、福祉・医療を問わず関係施設、機関と連携をとりながら、
その方の支援、問題解決に向けて取り組むことが業務です。高齢者福祉は
一人ひとりの人生の総仕上げの場面であり、一緒に携わることで学ことも
多く貴重な仕事だと誇りに思っています。まだまだ未熟者ではありますが、
これからもひとつひとつの出会い・人との関わりを大切にし、自分も成長
していきたいと思います。また、休日はインドア派のため、家でゲームや
漫画・アニメを見て過ごすことが多いです。私の同期職員には大学からの
友人も複数人おり、仕事上だけでなくプライベート等の相談をしたり、飲
み会、あるいは旅行に行ったりと、今でもそしてこれからも大切な付き合
いであることに違いはありません。

桜井の里福祉会では、地域や様々なボランティアの方々にもご来園いただき、ご利用者とのお話し相
手や喫茶のお手伝い、あるいはご趣味や一芸の披露を通じた交流で、日々の生活に潤いをいただいてい
ることも特色のひとつです。今回はその中のごく一部を紹介します。

村 山 和 樹

桜井の里に入社して５年目となりました。私が２年目になるときにユニットフロア絆が開設し、同時にデイサ
ービスから絆フロアに異動となり、オープン直前の準備に微力ながら携わらせて頂きました。絆フロアに来て一
番苦労したのはユニットで作る朝・昼・晩の食事作りです。実家暮らしで今まで料理などしたことがなかったので、
最初の頃は失敗ばかりで、食べれるものでなかったです。しかし今では、ご利用者の方々や他の職員から ＂おい
しい＂ と言って頂けたり、自分でも納得のいく食事が作れるようになったりと、料理が楽しく思えるようになりま
した。これも、料理上手なご利用者や、先輩のお母さん職員の方々のご指導のおかげと感謝しています。
また、私生活では、ランニングが趣味で休日や出勤前にも走ります。そして、昨年結婚し、今年５月には子ど
もが生まれます。料理の腕は妻に負けますが、いろいろ教わりながらたまには自分もごはんを作るようにして、
子どもには毎日手作りのごはんを食べさせることが夢です。今後も幸せ太り防止のためにもランニングを続けて
いきたいです。

地域の方々からの各施設喫茶のお手伝い

声高らかにアコーディオン歌の会

ケアプランセンター 分水の里
管理者 介護支援専門員

鷲 尾 智 美（本人は左奥）

生活支援課

主任

しまかみユニットリーダー 介護職員

＂笑いヨガ＂ で免疫力をアップ！

ボランティアの皆様方のご支援のおかげで
元気と温もりあふれる毎日を過ごしております
 さくら 第35号（2014.新春号）

片

山

達

也

弥彦妓芸協同組合様の見事な踊り

高齢者総合生活支援施設 はな広場
そばの実もオリジナル！ ＂そば打ち教室＂

子

自宅が長岡市の栃尾で、毎日分水の里まで車で通勤しています。
分水の里へは平成25年４月より働かせて頂いています。それまでは７年
間グループホーム我が家と縁でお世話になっておりました。
異動してまだ一年経ちませんが、新たなチャレンジとして介護プロフェッ
ショナルキャリア段位アセッサー（評価者）として取り組んでいます。これ
からもチャレンジ精神で頑張っていければと思います。

看護職員兼機能訓練指導員

どろんこ会様らによる ＂陶芸教室＂

温

さて、写真は平成26年１月１日の厨房です。
元旦のスタッフ達の輝く表情を見て下さい！（え？マスクで見えない？よ～く目を
凝らして…）
今年で桜井の里福祉会に勤めて７年になりましたが、まったく無知の新人だった
私が、今なんとか業務をのりきることができているのは、このような良き職場のス
タッフに出会え、支えてもらっているからだと思います。皆さんいつも本当にあり
がとうございます！
右側の写真はデイサービスセンター桜井の里に来ておられる小森誠一さんで、毎
回素敵な俳句を詠んで頂いています。その表現される四季の美しさやことばの輝き
にはいつも感心してしまいます。「初夢や 天空白馬 背なに羽」
今年は午年。ウマい！とたくさんのご利用者に桜井の里の食事をほめて頂けるよう、
私は厄年ですが、何事もなくウマくいきますよう…、
これからも日々努力し、精進していきたいと思います。

生きがい広場地蔵堂

いとう和也様、川村雪子様による ＂歌謡ショー＂

川

特別養護老人ホーム 分水の里

私の勤務しているケアプランセンター分水の里の紹介をしたいと思います。職種名について、
介護支援専門員ですがよく言われるのはケアーマネジャーと呼ばれます。仕事の内容は要介護認
定を受けた方が、自宅でより良い生活を送れるよう、ご本人・ご家族と一緒に考えていきます。
現在ケアプランセンター分水の里では写真の６名で担当をさせていただいています。私生活で
は、私の母が２年前病にて右半身麻痺失語症となり、要介護３の認定を受け自宅で生活を送っ
ています。母が退院する前はこの仕事に従事していてもかなり不安がありました。この時ご家族
の家庭での介護についての不安が大きいことを更に実感し、自分も介護者になることで担当の
ご家族の方とより深く関わりが持てるようになったと感じます。これからもご本人ご家族とより
良い関係作りをおこない、満足していただける支援ができるよう努力していきたいと思います。

㈱MCCARIN様のメイクアップにて身も心も変身

早

並 木 三 千 子

「日々を暮らしながら」－－－－－－－－－－－－。桜井の里福祉会に入社したのが昨日の
ことに感じてなりません。とうとう10年の節目を迎えようとするほどになりました。こ
れもひとえに人生の大先輩であるご利用者様と関わる中で、その笑顔に触れ癒されたり、
時には助けられたり、私の悩みなどを聞いてもらい、アドバイスをいただくこともありま
すが、その積み重ねのおかげで今の私があるように思います。ところが最近悲惨な事実
が発覚しました。それは腹筋が１回も出来ない！？ことです、俄かにあせってトレーニング
ルームに通い出したところです。どんな仕事、仕事以外でもそうですが、健康でなければ
より良いケアに繋げていけないと痛感したのもこの時です。これからも、ご利用者様の笑
顔を大切に、お一人ひとりの暮らしに寄り添うケアを行っていきたいと思います。

長 谷 川 幸 恵

生きがい広場地蔵堂には、各種趣味や健康作りのための大小合わせ４０
以上もの、レクリエーション、講座、教室に力を入れてるのが特徴のデイサ
ービスがあります。ご利用者様はもちろん、職員も一緒に楽しめる内容も
多く、その分多くの方の笑顔が見られます。特に私は自分が夢中になってし
まう事も多く、中でも「染物教室」は色々な材料で染液を作って染物が楽
しめますが、ちょっとした染料の量で微妙な色合いに染まること、そして、
何にも増して、この世に二つとないものが出来上がるのがその理由です。
また、私生活では反抗期真っ只中の男の子がいるので楽しくも大変な毎
日です。自分の健康も気になってきましたし、子供に負けないようにこれか
らは少し運動を始めようと考えています。元気に笑って楽しい日々を送って
いきたいです。
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研究発表、
ご利用者とともに

昨年９月25日と26日の２日間にわたり、新潟県老人福祉施設協議会主催による業界従事者、関係者
の研究発表会が開かれました。初日が弥彦村総合文化会館、２日目が三条市リサーチコアを会場とした
ものです。
今回私共の法人では、２日目の分科会に２人が日頃の研究成果の発表を行ないましたが、ケアプラン
センター桜井の里、介護支援専門員の泉田優香の発表に、その研究の対象のご利用者、小森誠一様もご
同行、そして発表もされました。
ご本人は、右上下肢麻痺をお持ちの方で、昔から布団で寝起きされていましたが、介護支援専門員、あ
るいはその他の専門職がかかわる中で、ベッドをご利用になった方がより生活が快適になるという提案を受
容していただき、見事に以前の心身両面の状態に近づいた一連の経過などを取りまとめたものです。

一連の考察

‼

生活の質の改善や、その向上に向けてお手伝いができたことは、この業界で働く上での
大きなやりがいです。しかし、この研究の事前の準備や発表の場に、ご本人にも自ら参加
し、声を発していただいたことは、とても珍しく、貴重なことと思います。
ご利用者の声に耳を傾けるのが私達の基本姿勢ですが、その生の声を直接聞いていただ
くことでより正確に参加者に伝わったことと思います。法人としましても、職員一人ひと
りがそれらの持つ意味、意義を改めて噛み締め、日々の業務に精進したいと思います。

ご自 身 で 電 動 ベッド を 操 作し、 リハビリの必要性に目覚めた
寝起きできるようになった頃
頃の様子

鈴木様ご夫妻、ＪＡてまり会様
「北越銀行賞」受賞おめでとう
ございます

同賞は北越銀行様による、県内ボランティアなど社会貢献活動
に寄与された方々を表彰するもので、36年もの歴史があります。
この度は、私共のいろいろな施設へボランティアとして多大な
るご尽力をいただいている、鈴木様ご夫妻、JAてまり会様が表
彰されましたこと、私共も深く感謝すると同時に報告いたします。

腹筋もつき体幹の維持、座
位も取れるほどに

リハビリスタッフとの訓練
も以前より熱が入りました

布団をご利用時の様子（周
りは奥様と職員ら）

法人からの
お知らせ

第19回新潟県老人福祉施設研究大会

ご本人の声

自分の例からも
専門職の皆さんに
は、より利用者に
積極的にかかわっ
て欲しいという思
いを伝えられたこ
と、又それを会場
の皆さんが真剣に
聞いてくれたのが
実感できて良かっ
た…。

分科会発表時の様子（右が泉田介
護支援専門員、中央が三島介護職
員）

職員の追加募集のご案内
ＪＡてまり会様はいつも喫茶をお手伝
いいただいております。各施設年間を
通じ定期的に喫茶を開催。ご利用者の
注文取りやご一緒にお茶を召し上がっ
たり、よき話し相手になっていただい
てます。（左が代表の古沢さん）

編集
後記

ご主人の鈴木孝様は、書道の先生と
して15年間超も、又、奥様のテル
様はお花の先生としてご来園され、
ご利用者に楽しみをご提供いただい
ております。

福祉の職場で働いてみたい、人々とかかわる仕事がしたい、少しで
も興味のある方は遠慮なくお問い合わせ下さい。経験がない方へもし
っかりとした研修、支援体制でサポートいたします。

募集
職種

介護職員…２ないし３名
※資格の有無、経験等を考慮いたします。

問合わせ先

法人本部 ☎０２５６（９４）３９３９

おかげ様で新らしい年を迎えることができました。今年こそ、平和で安穏とした日々を過ごせるといいですね。ま
た、オリンピックでは2020年東京開催が決定し、日本中が歓喜に湧いたことも記憶に新しいですが、この冬はロシ
アのソチ冬季オリンピックも始まります。やはり目玉はフィギュアスケートとジャンプですかね……。

ホームページアドレス：http://www.sakurai-fukushi.or.jp
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