社会福祉法人 桜井の里福祉会 広報誌
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桜井の里では涼を求めて新潟市水族館マリンピア日本海へ

高齢者総合生活支援施設はな広場のひろば祭りでのフラダンス

グループホーム縁ではたわわに実ったスイカを

地域生活支援施設つどいでは三島まつりの全日本丸太早切選手権大会に参加

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

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

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

つどい／〒959-0130

新潟県燕市分水桜町３丁目3番16号
TEL（0256）77-5511／FAX（0256）77-5020

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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一番人気の荷物引きゲーム

桜井の里納涼祭
８月６日、恒例の納涼祭が行われました。猛暑の影響も心配され
ましたが、皆様のご協力により賑やかで楽しい一日となりました。

ご利用者やご家族、地域の皆様、ボランティアの方々に支えられ行われました。

プロの
お二人

６月に何回かに分かれ、各フロアで大
運動会が行われました。赤組、白組にわ
かれて競技を行い、皆さんとても熱が
入っていました。

司会の
村井杏様

大野まさや様

運 動 会

「水族館に行きたい！」
と の ご利 用 者 様 の 声 か
ら、 ７ 月22日 に マリ ン
ピア日本海へ行ってまい
りました。色とりどりの
魚やイルカショーを見ら
れ、大変楽しんでおられ
れました。

桜井の里
たより

安達サクノ様
１００歳
おめでとう
ございます
弥彦村矢作の安達サクノ様が百
歳のお誕生日を迎えられ、弥彦村
長小林様より御祝状と花束を戴き
ました。ご家族もご来園くださり、
お祝いしてくださいました。

マリンピア
日本海へ行っ
てきました。

今年も大成功に終わる事ができたことを、心より感謝いたします。

ありがとうございます

ボランティア紹介

『日々の風景』写真館
地域の方の声

椎の実会様
弥彦村で最初のボランティア
団体として、その歴史は桜井の
里よりも古く、「ボランティア」
が「奉仕」と言われていた頃よ
り活動されております。

たくさんの笑顔があふれる納涼祭となりました。

伊藤様

（麓地区を良くする会）
毎年来てお好み焼きを
作っています。また来年
も呼んで下さい。
たこ焼き焼けたね

慣れたもんでしょ
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麓栄会様

（椎の実会様）
熱い中大変ですが、皆様
楽しそうに参加されてい
て、とても良かったです。

麓地区を良くする会様

いいナス採れたよ

アルビレックスジュニアチアリーダーズ様

弥彦村在住の女性の方々で構成されて
おり、たたみものや喫茶のお手伝いに来
て下さっております。一緒にボランティ
アをして下さる方を募集しております。

の声
ボランティアさん
田辺様

いただきま～す

どっちもきれいでしょ

みんなで食べるとおいしいね

くいどころ里味にて

梅干し作りはまかせて

食べるかね？

フラ ハウス プアラニ様

弥彦一之宮姫太鼓様

弥彦小学校スクールバンド様

弥彦燈籠まつり
「やひこの火まつり」とも言われる国の重要無形民俗文化財

家族協力会様

７月25日、弥彦燈籠まつりが
行われ、桜井の里から６名の職員
が参加しました。初めて参加した
職員からは「地域の皆さんと伝
統行事に参加させて頂きありが
とうございます。これからも地域
の方と一緒に盛り上げていきた
い」との声も聞かれました。
さくら
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分水祭

り

今年も分水祭りで神輿を担ぎました。
ワッショイわっしょい！

体
一心同
り
大玉送

茶♪

ミニ喫

クレープ
美味しいです！

フレー！
ふれー！

と
ケーキ
ホット
ー
ソーダ
ム
ー
クリ

か
なかな
い
取れな 争
い競
パン食

今年の
司会は
私達です！

分水の里まつり

ご利用者、職員一緒に
運動会を行いました。

今年も晴天に恵まれ、分水の里まつりを開催しました。猛暑
の中、ボランティア様の踊りや美味しい食事を堪能しました。

ばは
美味しい焼きそ
いかがですか？

勇ましい
開幕！
太鼓の演奏で

ヨーヨー
釣れたよ！

分水の里部署紹介、第６回目
となりました。今回は在宅支援
課デイサービスセンター分水の
里さくらフロアです。

フロアに隣接するさくら農園
（家庭菜園）にて主に夏野菜を
栽培し、収穫した新鮮な野菜を
調理レクでご利用者中心に調理
して頂き、美味しかったです！
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〝チラリ〟分水の里

外出行事でさくらんぼ狩りに行って来ました。大きくてあま～い

ね～
盛り上がってる

んぼ
さくら
狩り

定期的にお出掛けツアーを行っています。
この日は岩室のジェラード屋さんに行って
来ました。その他、春は桜や牡丹、買い物
ツアーに出掛けまして、秋は紅葉狩りと外
食を予定しています。

分水の里だより

ほの ギャラリー
ぼの

Vol.6
さくら
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分水祭

分水祭りに行き、願王閣でお願いをしたり、屋台でクレープや
アイスを食べたり、とても素敵な夏の思い出になりました。

願王閣に参拝

お祭りの屋台で食べると別格です！

縁起物の獅子舞

バルーンアートで魅了！！

司会の２人は大好評。

流しそうめん、うんめぇのぉ。

きららんも遊びに来ました。

笑顔、はじけます♪

てまり音頭もいい感じ♪

民謡流し

沢山の幸せが来ますように！

七夕祭

今年もはな広場では『もう1つの横田祭り』を
テーマにひろば祭りが盛大に行われました。

高齢者総合生活支援施設

屋台で買物

ひろば祭り

短冊にお願い事を書いて笹に飾ったり、七夕御膳を
お昼に食べ、とても楽しいひとときを過ごしました。

フラダンスもご一緒に♪

楽しいやねー♪

こちらはまったりと♪

みんなの願い事が叶いますように！

ご家族やボランティア、地域のみなさんの
ご協力で屋台も熱くにぎわいを見せました。

生きがい菜園の収穫・調理
クライマックスの歌謡
ショーでは、盛り上がりは
最 高 潮！！ 全 員 が 一 つ に
なった瞬間でした♪
ゴーヤとキュウリの収穫です♪

ピーマンを植えました

蕪をこれから調理します！

昼食用にジャガイモの皮むき

生きがい広場地蔵堂の日常風景

貝殻風鈴作り

涼しそうらね～♪

提灯作り

ごーぎらのができそうらねっか！
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市日で買物

美味しそうなトマトを買いました

日常生活

夏の風物詩『すいか割り』の様子を
ご紹介いたします。

チョコレートフォンデュ作り

苺とバナナすごくうまそうらて～

力を合わせて割ります！

私の顔よりおっきいてー♪

こりゃおいしそうだな！おい！
さくら
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こいて・我が家・縁

梅シロップ
完成！！
枝豆収穫～♪お
いしくできたよ

どれ引こうか迷うて！

花火大当たりです！

た

素敵な舞でし

功！
お祭りも大成
とう
皆さんありが
ございました！

家族そろって記念に★

お祭りだよ～

分水まつりの民謡流
しに職員も参加しま
した

縁

子ども会の
お神輿も来
てくれまし
た！

カキ氷
あ～ん♡

えにし

ム
グループホー
交流運動会
職員とご利用者一丸となって
競技に応援合戦と盛り上がり
ました！

グループホーム

今年度から初めて縁でも夏祭
りが開催される事となりまし
た。ご家族や地域の皆様のご協
力で皆様夏のひとときを楽しめ
ました。

開会式！

Y様による
Z
O
O
F
王
船
風
トショウ
バルーンアー

我が家

～えにし祭り～

～牡丹＆薔薇園～
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えにし祭りを開催します！

娘さんと
お弟子さん

レー！

みんなガンバ

参加賞の

ト★

あんぱんゲッ

つ ど い の 日 常

皆で食べま賞
子ども会の
お祭りに
た
行ってきまし

夜に花火★

夫婦で市場へ

グループホームつどいの家・桜町

カンパーイ

一宮姫太鼓様

小規模多機能ホームつどいの家

ご馳走が沢山で
うまそうらね～♪

存会様

てまりの湯保

グループホーム

～流しそうめん＆
居酒屋 我が家～

居酒屋我が家
開店

８月 日に、こいて納涼祭
が行われ、沢山の方々が来て
下さり、賑やかで楽しい時間
を過ごす事が出来ました。納
涼 祭 以 外 に も、 こ い て で は、
夏を沢山楽しみました！

梅の下準備
です!

とるぞ～！食べるぞ～！

20

今年はそうめん流し＆居酒屋
我が家を行いました。地域の方々
やご家族にも参加して頂きまし
た。天気にも恵まれ、皆さんで
楽しいひと時を過ごしました。

日常
風景

…
地域の皆様と
そうめん流し!!

つどいが開設後一周年と言うことで、一周年祭を開催しました。太鼓や踊りの披露
の他バルーンアートショーも披露され、ご利用者、ご家族、地域の方も楽しまれました！

こいて

屋台・カラオケ大会・盆踊り

流しそうめん

暑い日は、中でゲームもしました。
「あ 早いそうめんの流れと戦い
ー！倒れる！」と見てる方はドキドキ！ ながらも、皆さんとっても
楽しんで下さいました。
でも、お２人さんとってもお上手！

グループホーム

めでたいよ～

地域生活支援施設

盆

ご自宅へ、お掃除とお参り
に行ってきました。

他のお祭りにも参加してきました。

ジェンガ

お

お祭り

買い物
おいしそうなの
見つけたよ～♪

えにし

こいて納涼祭

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。

祝★一周年

つどい

グループホーム

カフェで女子会♡
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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。
特別養護老人ホーム 桜井の里

グループホーム 縁
介護職員

後 藤 か お る

平成20年に入社し、グループホーム縁・分水の里デイサービスさくら、
そして今年度から再びグループホーム縁に異動となり働かせて頂いてま
す。
縁ではご利用者様が犬を飼っており（かわいいチコちゃん♥）に毎日癒
されながら過ごしています。
また、地元分水の神輿会に入っており、毎年夏になるとワッショイワッ
ショイと楽しく神輿を担いで地域を盛り上げています。
これからもご利用者様に寄り添いながら笑顔いっぱいに過ごして頂き、
地元分水が活気であふれていくように関わっていきたいと思っています。

管理課リーダー

特別養護老人ホーム 分水の里
調 理 員

地域密着ユニット型介護福祉施設はな広場・しまかみ
介護職員

の
日
る
あ

笹

川

陽

子

桜井の里福祉会に入社して８年目となりました。
失敗や悩みで大変な毎日ですが、ご利用者の笑顔と職員の皆さんに支え
られて頑張っています。
今年はやったことのないことにチャレンジすることを心掛け、その中で
学んだことを仕事に生かしていきたいと思います。
これからも自分らしく、毎日笑顔で皆さんと過ごせるようにお手伝いさ
せて頂きたいと思いますので、ご指導よろしくお願いいたします。

長 井 未 樹

私は、厨房で調理の仕事をさせて頂いて17年になります。入社当初は、
お食事を提供することに時間に追われていましたし、味付けにも自信がな
く悩んだ時もありました。そんな折、ご利用者に「美味しかったよ」と頂
いた一言が私自身の大きな自信につながったことと記憶しています｡ 今で
も、ご利用者からの一言ひとことが、私のやる気バロメーターに直結して
います。これからも、ご利用者の要望に応えるため、どんどんご利用者の
元へ伺い会話をします。私生活では二人の育児に奮闘中で、子供達にはお
年寄りに優しく、親切な大人になってもらいたいです。そんな子供達の成
長を私生活でのバロメーターにし、仕事に対する家族の理解と協力に感謝
しつつ、今後も頑張っていきたいと思います。

地域との交流風景

桜井の里福祉会の各事業所では様々な場面で地域との交流を大切にしていま
す。地域の方に施設においでいただくことも多いですが、こちらからも地域の
行事等に積極的に参加させていただいています。
地域の中で暮らす一員として、
今後ともよろしくお願い致します。

弥彦・分水地域のお祭りに桜井の里福祉会各拠点の職員も参加
させていただいています。

地域のお祭りでは、神輿が施設
にもきてくれます。

あさがおフロア 看護職員

特別養護老人ホーム 分水の里
てまりフロア 介護職員

地域生活支援施設つどいでは毎月
地域交流会を開催しており、沢山
の地域の方が来てくださいます。

渡 部 政 広

桜井の里、分水の里の２施設でお世話になり、ご利用者・ご家族の方を
はじめ、多くの方々と出会い、沢山の事を教えていただきながら14年が
経ちました。入社当初より少しは成長できたかなと思いながらもこれから
も多くの事を学んでいきたいと思っています。
今後も自分自身の成長を少しでもご利用者の皆様に笑顔で過ごしていた
だけるようにと考えながら日々、過ごしていきたいと思います。どうぞ宜
しくお願い致します。

はな広場では毎年島上小学校
５年生を対象に認知症サポー
ター講座を開催しています。

介護職員
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各事業所、地域の自治会に加入
しており、ご利用者が地域の一
員として回覧板を回します。

はな広場の庭を夏休み中の小
学生のラジオ体操の場として
提供しています。

箱

田

飯 塚 千 鶴 子

平成11年10月１日に分水の里が開所しその時に入社してから早17年が
経とうとしています。17年間もこの仕事に携わる事が出来たのも「何と
かなるさ」とすぐ思うこの楽観的な性格があると思いますが、何よりも
一緒に働いている職員にも恵まれているなーと日々感謝しています。この
17年間で結婚・出産を経験し、こども二人にも恵まれました。自宅では
こどもがワーワー、ギャーギャーと家の中を走りまわり私もバタバタした
日々を過ごしています。唯一のリラックスタイムはこどもが寝た後の夜中
のお菓子タイムです。
（少しづつ体重が増えつつありますが…）今後も子
育てと仕事の両立を目指し、日々頑張っていきたいと思います。

京

子

隆

子

入社して14年目になりました。主に在宅で生活をされている沢山のご
利用者の健康を看させて頂いています。
現在ショートステイを担当していますが、ご利用が短くても長くても心
地よく安心して過ごしていけるように介護職員と一緒に小さな気付きを大
事にしていきたいと思っています。悩み尽きないところ人生の先輩方の笑
顔に支えられここまでやってこられたことに感謝です。これからも遠慮せ
ず健康・人生・恋愛等色々なことを聞かせてください。精一杯ご相談にの
ります！！（実はのっていただいている方かも…）
潜っている写真は佐渡の北小浦にいるコブダイに会いに行った時のもの
です。日本海は太平洋に比べると透明度が高く綺麗です。

特別養護老人ホーム桜井の里・絆
デイサービスセンター 分水の里もみじ

学校帰りの小学生が遊びにき
てくれます。

沢

特別養護老人ホーム 桜井の里

生活支援課リーダー

各事業所の足湯には地域の方
が気軽に入りにこられます。

平

桜井の里福祉会へ入社して早いもので11年目になりました。入社した
当初、福祉施設の勤務経験のない私に、ご利用者の皆様、先輩方がとても
親切にやさしく接してくださったことを昨日の事のように覚えています。
11年間、うれしい事、つらい事…たくさんありましたがそんな私の支
えとなってくれたのはいつも３人の娘達でした。保育園児だった三女も、
高校生となり、泣き虫だった長女も今年無事に成人式を迎えることができ
ました。これからも、たくさんの色んな出来事が起こるとは思いますが、
いつも笑顔いっぱいの家族でいられるよう、仕事にプライベートに楽しみ
ながら頑張ります。

成

田

優

子

専門学校を卒業して、社会福祉協議会で訪問介護を経験しその後、桜井
の里福祉会に入りあっという間に11年が経ちました。始めはご利用者の
皆さんとどんな関わり方をすればいいのか分からず毎日が勉強の日々でし
た。大変な事や辛いことも沢山ありますがちょっとしたきっかけでご利用
者と一緒に笑いあえたり「ありがとう」という言葉をかけて頂けることで
この仕事にとてもやりがいを感じます。
プライベートでは５年前に結婚し愛猫(チロ ７歳)と共にのんびり暮らして
います。定着した趣味は無いですが陶芸教室に時々通い少しずつ作品が増え
てきているのが楽しみです。ここ数年でバンジージャンプ、登山、ボルダリ
ング、ゴルフなどにチャレンジすることがありました。これからも何か新し
いことにチャレンジして仕事も生活も充実した日々を過ごしていきたいです。
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家庭での療養生活を支援中！

この春、分水健康福祉プラザ（旧分水保健福祉センター）内にオープンしました訪問看護ステーション・
桜井は、看護師４名、理学療法士１名でスタートし、おかげ様で無事６ヶ月が過ぎ、順次ご利用者が増える
中、職員の増員も検討するほどになりました。職員がご自宅に訪問し、かかりつけの医師の指示にもとづき、
家庭での療養生活を支援するサービスですが、燕市、弥彦村内以外にも中之島地区、岩室地区へもそのエリ
アを少しづつ広めているところです。
皆様方あるいは、ご家族やお知り合いの方で、「在宅生活を続けたいが、心配がある」あるいは「自宅へ
訪問するサービスを受けたい」等、まずは、小さなご相談から承りますので、どうぞ気軽にご相談下さい。
秘密保持に配慮しながらベテランのスタッフが丁寧に対応致します。

法人からの
お知らせ

訪問看護ステーション・桜井

‼

お 問 い 合 わ せ 、 ご 利 用 は

主なサービス内容
①病状や全身状態の観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持、
食事及び排泄等日常生活の世話
③じょく瘡の予防・処置
④リハビリテーション
⑤ターミナルケア、認知症患者の看護
⑥療養生活への指導・助言等
⑦カテーテル等の交換・管理
⑧その他在宅療養を行うために必要な医師の指示による医療処置

平成29年春 弥彦村内 初

訪問看護ステーション・桜井

〒959-0133
新潟県燕市新堀1138番地1
（分水健康福祉プラザ内）

☎（０２５６）78－8300
FAX（0256）78－8302

E-mail : homon@sakurai-fukushi.or.jp

小規模多機能型居宅介護施設開設に向け準備中！！
弥彦村内では初めて、当法人では燕市横田の小規模多機能ホームはな広場・よこたの家、燕市分水桜町の小規模多機
能ホームつどいの家に次いで３つ目である当事業の開設を予定しており、今後は地元、地域の方々への説明会を開催し
たり、準備室を設け、地域の方のより一層のご理解とご支援を賜わりますよう、そして同時に、地域の方に愛されます
よう努力して参る所存ですので、どうぞよろしくお願い致します。
また、それに伴ない、今後職員の募集も都度行って参りますので、少しでもご興味のある方は遠慮なくお問合せ下さい。
小規模多機能型居宅介護施設とは？
地域密着型サービスのひとつであり、介護が必要になった場合でも、無理
なく在宅サービスを継続するために、「通い、訪問、泊まり」を一体的に提
供するサービスで、弥彦村内の方のご利用が可能です。
具体的に、住み慣れたご自宅で暮らしていただくため、①少人数の登録制によ
る「なじみの関係」を築きやすく、②24時間365日休みなく、必要な時にサポー
トが可能なので安心した在宅生活を続けられます。

募集
職種
小規模多機能型居宅介護施設完成予想図

（登録定員29名、現在のデイサービスやひこの隣地を予定）

介護職員、看護師または准看護師
理学療法士または作業療法士
未経験者
言語聴覚士、柔道整復師
も歓迎！！
マッサージ師、保健師、調理員

※求人をハローワーク等に掲載している関係上、職種によっては充足する
場合もございます。悪しからずご了承下さい。

求人に関するお問合わせは、法人本部TEL．
0256（９４）３９３９へ

編集
後記

今年の夏はとても暑く、台風も迷走してましたが、オリンピック、高校野球ともに白熱した競技、試合も多く、Ｔ
Ｖの前に釘付けになり、時差のこともあり、寝不足な日が多かった気がします。これからは季節の変わり目、そして
寒さが募っていきますので体調管理にはどうぞお気を付け下さい。これから秋の夜長は何をして過ごしましょうか？

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