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杏 様
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「日々の風景」写真館

歳 おめでとうございます

90

たくさんの方に支えられ、無事に納涼祭を終える事が
できました。またのお越しをお待ちしております。
の声
ボランティアさん

よしだ笑猫（ラフキャッツ）様

地域の方の声

ボランティアの

丸山様
ちまき上手に
できたね～！

流しそうめん、
おいしい！
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８月８日、盛大に納涼祭が行われました。当日はお天気にも恵まれ大
成功に終わる事ができました。みなさまの笑顔をどうぞご覧下さい。

周年 記念

祝

持ち前の明るさで、周りの雰囲気を明るくしてく
ださる、ひまわりフロアのムードメーカー、若井ユキ
様。６月 日に 歳の誕生日を迎え
られ、弥彦村よりお祝いをしていた
だきました。ご感想を伺うと、
「
歳？私が？へえ、それは大層なもん
だね。自分でもびっくりだ」と、ご
家族に囲まれながら満面の笑みを見
せてくださいました。
90

桜井の里納涼祭

10

10

90

居酒屋なでしこ

28

！！

29

第 回

７月 日、なでしこフロアのご利用者と始めた『居酒屋』も、他フロ
アのご利用者もまじえ、ご家族・地域の方々・ボランティアの方々と皆
様に支えられ、現在は１００人を超える規模となりました。今回は 周
年記念で昔を振り返りながら、「手作りオードブル」で乾杯し、カラオ
ケや花火を楽しみました。たくさんの笑顔で盛り上がりました。

今年も行って来ました

８月 日、あさがおフ
ロ ア・ な でし こフロ ア・
グループホーム縁のご利
用者４名で五泉市にある
さくらアリーナに大相撲
を観に出掛けてきまし
た。ビールを片手に大好
きな相撲を観戦でき大変
盛 り 上 が り一夏の 良 い 思
い出となりました。
10

20

五平もちも皆で上手に
作るわ！

矢作地区の祭りに行って来ました。
久々の再会もありました

かき氷いらんかね～♪

お寿司なんて久しぶりに
食べたの～おいしい♪

まだまだ負けねいね！

かぶりものが上手！

初ものの枝豆！
よ～できたいね！

年々盛大になっていると思います。こ
のような催し物を生で見る事がなかなか
ないので楽しんでいます。

麓地区を良くする会

武石様

毎年楽しんで参加させてもらっています。

弥彦
燈籠まつり

アルビレックスジュニアチアリーダーズ様

麓栄会様

７月25日、今年も桜井の里から６名の職員が桜井郷
燈籠請中の担ぎ手として参加しました。今年で２年続け
て参加の職員からは、「地域の伝統行事に参加でき、皆
さんから熱いエネルギーを感じることができました。今
後も協力し参加していきたい！」との声が聞かれました。
さくら

家族協力会様
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分水の里だより

ほの ギャラリー
ぼの

分水まつり

お楽しみ会
すいか割り

職員が分水まつりに参加しました。
神輿や盆踊りにと活躍しました。

あもうて、
うめわ。

すいか割りをしました。大きな声で声援をおく
っていました。

今年も
いいのが
出来た

分水の里まつり

大収穫

今年も分水の里まつりが開催されました。和太鼓の演奏や職員による
女装コンテストなど見どころ満載でした。また、美味しいかき氷や焼き
そばに舌鼓を打ちました。

1

電話での相談、記録整理等、
内容は広範囲です
「どうしたら生活しやすくなる
かしら…」話し合いを重ねます

さくら

今回の分水の里部署紹介
は、ケアプランセンター分水
の里です。

関係事業者とのサービスの
打ち合わせ中です

枚

ヨキ様

私の自慢の

昔

泉
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こ ち ら のお 写 真 は
ゲートボールをされてい
た 頃のお 写 真です。 身
体を 動か すことがお 好
きで活 発に 過ごさ れて
いたそ うです。 現 在で
も 手の体 操を 毎 日され
ております。

現在

分水の里産の家庭菜園で採れた作物を見
て皆様も職員も大満足！！

〝チラリ〟分水の里

買物に行っ
てきました

Vol.3
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ひろば祭り

ひろば祭りに行って来ました！
８月23日（日）に、はな広場にて開催された「ひろば祭り」に参加しました。当日の天気
は曇りで過ごし易い快適な気温で模擬店にて美味しい物を食べたり、ゲームに参加、歌や踊
りを鑑賞してとても楽しい一日でした。

今年のひろば祭りは、生きがい広場地蔵堂に加え、３月に開所した
つどいを合わせた３施設合同で行いました。そのテーマは「歌って踊って
楽しんで」たくさんの方々が来て下さり、盛大に盛り上がりました！

よさこい

トッキッキとじゃんけんゲーム

いきまーす

今年も大盛況だった流しそうめん！皆で食べるとおいしいですね

フラダンスでみんなノリノリ♪

飲
祭りで は
杯
む一 ！
ら
格別

ょい！
し
っ
わ

みんなで集合写真

出かけ
お
に
り
祭
水
分

職員の踊りや神輿で心躍りました！

バンド演奏は競演がいっぱい！歌って踊って楽しみました！

模擬店にて♪

トッキッキもきました♪

美味
しい
！

母娘で来ました♪

七夕祭り

で
健康
す
ありま
に
よう

閣で
願王 を…
い事
お願

生きがい広場地蔵堂の日常風景
たくさんの皆さんに支えられました。ありがとう御座いました！

ラジオ体操
１，
２，
３！

地元の小学生と朝の体操！
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日常風景

心がこもったカキ氷は
格別！

ステンドグラス作り

壁画アート

フラワーアレンジメント

竹トンボ作り

七宝焼き

おでかけ
気持ちいいね

笹団子作り

笹団子をたくさん作りました

パン作り

菜園で収穫

名札作り

暑い季節はアイスに海！
さくら
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こいて・我が家・縁
！
いいお肉らね

小規模多機能ホームつどいの家

～祝 周年 我が家～

周 年 と い う 事 で、 地 域 の

毎年恒例のバーベキュー会を行いました。

我が家が今年で

方々やご家族に多数参加して頂きました。天

気にも恵まれ、皆さんで楽しいひと時を過ご
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す！
いただきま～

しました。

飾りましたよ～
？
どうでしょうか

我が家
10

介護保険等の相談も

「笹団子作り」と「ヨーヨー釣りゲーム」
月
６

地域の方々もたくさん来て下さりました

何が当たるかや？

家族４世代でハイ、チーズ！

「かき氷ぜんざい作り」と「ストラックアウト」
月
７
うんめよ！

美味しいぜんざいを作りました

ストラックアウトにも挑戦！

フラダンス

３Ｂ体操

グループホーム

あおい保育園からご招待を頂き、七夕コン

ありがとう

サートへ伺いました。返る際に七夕飾りを頂

～ 10周年バーベキュー会～

き、飾らせて頂きました。

あおい保育園
～七夕コンサート～

美味しいみたらし団子を作ります！

皆様で協力して

カレーに焼きそば おいしいよ！
ならん
ご馳走が沢山
～
う
そ
で、美味し

染め物完成！

グループホームつどいの家・桜町

十八番をお披露目♪

22

納涼祭

家族で一緒に

イエ～イ！！
地域の皆様と

よ～
キレイな織姫

今 年 も 恒 例の バーベキュー会 をし ま

こいて

大きい桃が届いたよ！

ナイスキャッチ！
！

した。ご家族や地域の方の協力もあり

グループホーム

８月 日にこいてで納涼祭
を開催しました。カラオケ大
会やゲームに、ご利用者、ご
家族、地域の方々が参加して
下さり大盛況となりました。

寺泊までドライブ

日常のご紹介です。上ん家の方々は

日常風景

納涼祭の準備中

大成功でした！

公園でのランチ♪

お弁当を作り、近くの公園でお昼を食

味も景色も最高らね！ おめさんもいるかね？

あってるよ？

さん大満足でした。下ん家は梅干し作

作り方
合ってます？

えにし
べました。景色を見ながらのお昼に皆

梅干し完成！

「ハンカチ染め」と「お団子作り」
月
５

縁

りをしました。皆さん熟練の技で、職

息子様、旦那様と３ショット！

一杯いかがですか？

月に一回 地域の方々にお声掛けし、ご利用者様と一緒に楽しんで頂ける様々なイベン
ト考えて行っております。今後も続けて行きたいと思っております。

グループホーム

員も勉強させて頂きました。

一杯いかがですか？

つどいの地域交流会

えにし

～バーベキュー会＆日常風景～

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。
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。

つどい

グループホーム

3B（ボール、ベル、ベルター）という３つの器具を使う体操で、音
楽に合わせて楽しくからだを動かしより効果的に運動を行う事が出
来るそうです！

日

々

10

夏だ！祭りだ！

ごっつぉ
らったね

の

五千石フラの会様による素敵なフラダンス！
ありがとうございました！

様

子

美味しく
焼けました！！

」を開催！

やまぼうしにて「焼肉ビアガーデン

うんめ～寿司らった！

うまそげらね

夏野菜の収穫！
さくら

足湯でじょんのび♪
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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
ホーム長

内

山

明

社会福祉法人桜井の里福祉会 本部

実

事

グループホーム我が家で６年間お世話になり、その後平成２５年４月か
らグループホーム縁で勤務しています。自宅からなんと歩いて２分の恵ま
れた環境( ？ )で働かせてもらっていますので、地元の強みを活かし地域
との関わりを大事にしていきたいと思っています。
グループホーム縁の広場で何かやっていたら、いつでも寄っていただけ
るように地域の皆様から愛されるホーム作りを目指しています！！ エイ
エイ、オー！！

特別養護老人ホーム 分水の里
介護職員

小規模多機能ホームつどいの家

ある日の

喫茶の風景

介護職員

東 樹 登 美 恵

桜井の里福祉会に入社してあっという間に10年が経ちました。当時小学
生だった子供達も社会人になり、年を感じるこの頃です。４月からは、小
規模多機能ホームつどいに異動になりました。小規模多機能型居宅介護の
経験は、まだ３年目で戸惑う事も多いですが、ご利用者の笑顔と周りの職
員の協力のおかげで、楽しく仕事をさせて頂いています。これからも、ご
利用者と楽しい時間を過ごして行きたいと思います。さくらまちカフェも
オープンしましたので、是非遊びに来て下さい。お待ちしています。

皆 川 由 美 子

分水の里に勤務をして今年度で６年目になりました。高校を卒業してす
ぐに社会人となり、初めのころは何もわからず不安で悩む毎日でいたが、
先輩方に支えて頂き、ご利用者様からも沢山の笑顔を頂き頑張れることが
できました。
昨年には介護福祉士の資格も無事に取ることができ、入社したばかりの
時よりも介護に関わる知識も増えましたが、今でも知らなかったことや気
づかされることがありまだまだ勉強することがたくさんあります。
楽しい事ばかりではなく、辛い事や上手くいかない事もありますがご利
用者様皆さんが笑顔で分水の里に来て良かったと思って頂けるよう日々頑
張っていきたいと思います。

桜井の里福祉会では、各事業所で喫茶やカフェを定期的に行っております。ご利用者に楽しんでいただくのはもちろ
ん、地域の方がお茶を飲みに来られることも増えてきました。今年度の４月より開設した地域生活支援施設つどいには
常設のカフェがあります。ぜひ遊びに来て下さい。

グループホーム縁の喫茶風景

生きがい広場地蔵堂の喫茶風景

白

倉

栄

介護の道に進み10年が過ぎました。この10年振り返ると、本当にあっ
という間で年齢も20歳で入社し、気が付けば30代に突入しました。
私生活では、昨年結婚し、近々新しい命を授かります。（予定日は９月
18日で、男の子です。）正直、まだ父親になる実感は湧きませんが、一家
の大黒柱として、家族をしっかり支えられる人間になりたいと思っていま
す。また、インドア派に見られることがありますが、意外とアクティブで
休日は、ランニングしたり、野球で汗を流したり、冬はスノーボードに出
掛けます。もし同じような趣味の方がいたら声を掛けて下さい。これから
も、充実した仕事とプライベートが送れるよう日々過ごして行きたいと思
っています。

今年３月から桜井の里福祉会へ入社しました。看護師になり10年目の節
目を迎えました。新しい仲間にも恵まれ、明るい地域の方々と出逢い、楽
しい毎日を送っています。５年前に衛生管理者資格も取得し、職場の安全
や職員の健康管理も携わってきました。子育て中でも働きやすい職場づく
りも目指したいです。
我が家では父・夫・息子の三代で剣道をしています。別世代ですが、武
術を通して同じ時間を過ごし、毎週一緒に稽古に励んでいます。一緒に泣
いたり笑ったり、子供たちの心の成長を感じながら、私自身も成長させら
れています。専門職としてだけでなく、子として親として女性として様々な
視点を持って、ご利用者様の「もうひとつのわが家づくり」をお手伝いし
たいと思います。

特別養護老人ホーム 分水の里

高齢者総合生活支援施設 はな広場
管理課 主任
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地域生活支援施設つどいにある
常設カフェ「さくらまちカフェ」の風景

愛

勝 沼 さ や か

生活相談員兼介護職員

高齢者総合生活支援施設はな広場の喫茶風景

山

桜井の里に入社し４年が経ちます。地元弥彦で働く事で両親また、祖父
母等地元の先人らが築いた地域やその繋がりを強く感じ、日々仕事をして
います。
休日には、山登りが好きでよく出かけます。登ったからこそ見れる景色
や標高3,000メートルで飲むビールの美味しさを楽しみに登っています。
「昔よく行ってたんだよ。
」と登山好きなご利用者やボランティアの方との
会話も増え、趣味を通して新たな繋がりが持てるようになり、多くの方と
思い出の共有や共感をしながら生活できる事を感謝して、これからも笑顔
で毎日を過ごせるよう努めていきたいと思います。

看護職員

介護職員

特別養護老人ホーム分水の里の喫茶風景

前

員

特別養護老人ホーム 桜井の里

生きがい広場地蔵堂・デイサービス

特別養護老人ホーム桜井の里の喫茶風景

務

羽 入 さ ゆ り

平成14年３月桜井の里福祉会に入社し、あっという間に13年が過ぎまし
た。分水の里、桜井の里、生きがい広場地蔵堂、はな広場と、多くの職員・
ご利用者と過ごすことができ、沢山の笑顔をいただきました。福祉の知識
や経験の無い私がこれまで勤めてこられたのは、皆さんのおかげです。本
当に感謝しています。また、妻・母親・飼い主として迷惑ばかり掛けてい
る家族にも感謝したいと思います。ありがとう。
私は今日も、家族に感謝し、ご利用者に笑顔を返し、老後のため運動不
足にならないよう、仕事にプライベートに頑張ります。

大

原

浩

伸

「人の役に立つ仕事がしたい」と福祉の道を志し、平成24年４月に桜井
の里福祉会に入社して、今年で４年目になりました。現在は、分水の里の
長期入居で、生活相談員兼介護職員として働かせていただいております。
長期入居は ＂生活の場＂ と考え、
『在宅で当たり前に行っていた生活が
変わりなく送れるよう』『より幸せな充実した時間を過ごしていただけるよ
う』ご利用者様と共に日々思案しております。
その中で、ご利用者様に様々なことを学ばせていただく機会や、 一緒
に笑いあえることが沢山あり、非常にやりがいのある仕事です。これから
もご利用者の皆様から多くのことを学ばせていただき、笑顔と元気を貰い
ながら仕事に励んでいきたいと思います。
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今年３月末、燕市分水桜町に開所しましたグループ
ホームと小規模多機能ホームは、おかげ様で半年が経
ち、その中でも、どなたでも利用できる「地域交流会」
「認知症カフェ」はご利用者に加え、近所の方のご利
用も増え、歓談に花が咲く場面を目にする機会も増え
てきました。
住み慣れた地域で、その方らしい生活を続けるため、
まずは地域に溶け込み、信頼される施設になるよう更
に鋭意努力して参ります。どなたでもご利用できるカ
フェ、足湯もありますのでどうぞ気軽にご利用下さい。

法人からの
お知らせ

地域生活支援施設つどい
これからも地域の方々とともに

‼

←地域生活支援施設つどい（全景）

地域の方も気軽にお越しいただけるカフェ

こちらが好評の足湯コーナー

近所の方々との ＂笹だんご＂ 作り

お食事前の乾杯風景

小規模多機能ホームつどいの家はこんなところです！

ご利用、申込
受付中！！

小規模多機能ホームは「介護が必要になっても住み慣れた地域、自宅で暮らしたいー。」この多くの方の希望に
応えるべく、24時間365日休みなく、必要な時にサポートするサービスであり、少人数の登録制で、ご利用者同士、
そして職員ともなじみの関係が築きやすいことが特徴です。

登録定員が29名であり、そのうち ＂通い＂
が18名、＂泊まり＂ が６名の定員です。他必
要な時、昼間だけでなく夜間でも職員が自
宅に伺い介護等を提供するサービスです。
地域交流会での団らん風景

※地域密着型サービスのひとつであり燕市にお住まい
の方を対象としたサービスです。

英国式庭園みつけイングリッシュガーデンへ

ご利用、申込は、TEL．
0256（77）5511へ

介護のお仕事してみませんか？

介護の仕事は大変な部分もありますが、その反面、感謝され
たり、やりがいも大きいです。経験がなくてもしっかりした研
修体制でていねいに指導します。

介護職員、看護師又は准看護師

募集職種 理学療法士または作業療法士
管理栄養士

タイミングによって、充足される場合もありますのでご了承下さい。

①フルタイム以外のパートタイムでも可能
②勤務場所、事業所も応談可能

編集
後記

求人に関するお問合わせは、
法人本部TEL．0256（９４）３９３９へ

猛暑が続いた夏も終わり、すっかり秋めいて少しさみしい気もします。秋は読書、スポーツに加え、食べ物
のおいしい季節です。暴飲、暴食を避け、バランスの良い食事をして健康でありたいですね。

夏の思い出→

ホームページアドレス：http://www.sakurai-fukushi.or.jp
当法人ではご利用者のプライバシーに配慮するとともに写真の掲載の際には事前に了解をいただいております
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