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募集職種 就業場所 賃 金 時 間 仕事内容

運 転 手

介 護 職

パート可

パート可

看 護 職

デイサービスかじか荘
特別養護老人ホームあいご

介護老人保健施設おしどり荘
デイサービスかじか荘
特別養護老人ホームあいご
アルクつつじ (デイサービス)

（米子市米原）
特別養護老人ホームゆずり葉

（新見市新見）

特別養護老人ホームゆずり葉
（新見市新見）

介護老人保健施設おしどり荘

送迎、適時施設内
環境整備

快適に生活を送れ
るよう入浴介助や
レクリエーション
などの体力作りの
お手伝いなど

利用される方の健
康管理や医療機関
との情報交換
衛生上の管理指導
や助言など

調理、配膳、下膳、
掃除など
形態別の食材刻み
や施設行事などへ
の参加

（資格経験不問）

調 理 職
（資格経験不問）

時給 820 円

16 万～23 万
経験を加算
資格手当別途

16 万～20 万
経験を加算
資格手当別途

22 万～33 万
経験を加算
資格手当別途
※パート可

8:30～17:30

4 時間以上

8:30～17:30

6:00～15:00
8:30～17:30
10:30～19:30

シフトにより
ます

　あいご祭り
　　舟場昭和会 様

おしどりの風

日翔会　61  日翔会　

令和最初のあいご祭り！令和最初のあいご祭り！令和最初のあいご祭り！
　７月１１日、御家族様を招待しあいご祭りを開催しました。あいごの大きなイベントと言えば恒例の

舟場昭和会様の元気いっぱいの銭太鼓からスタートです。今年は衣装を新調され、いつも以上に華やか

な踊りを披露していただきました。皆様、曲に合わせて手拍子で声援を送りました。職員演芸では劇団

あいごによる「桃太郎」ではなく「桃から生まれた加地太郎」を披露しました。加地太郎とは職員の名

前から付けました。桃から飛び出た加地太郎が鬼退治をする話ですが・・・次々流れてくる桃の中から

天皇陛下や雅子様や鬼が飛び出し、会場は大爆笑！！会場の皆様にも協力して頂き、見事鬼を退治する

ことができました。演芸後は御家族様もご一緒に手作りの水羊羹を召し上がって頂き、令和最初のあい

ご祭りも楽しく終えることが出来ました。（池田 尚行）

採用担当者 奮 闘記

技術や知識は、現場の経験を重ねることで身に付きます。「相手のことを
考えて行動する」事ができ、仲間と協力し向上していくことが大切です。
その気持ちのある方々と一緒に働きたいと思っています。

来春 3 月に卒業予定の学生さん　説明見学会・就業体験にこられま
せんか (*^_^*)
一般求職者の方も見学ができます。日程は調整しますので、お気軽
にお問い合わせください。

説明会・採用に関するお問い合わせは

０８５９－７７－００３３までお気軽に！

初めての方も
安心して働け
るようサポート
します。

にっしょうかい

ありがとうございました
ボランティア



特別養護
老人ホー

ムあいご

　6 月 26 日、日野高生と一緒に野点を行いました。お茶を点てる前に生徒さんが考えた体操で体をほぐ

しました。職員の演芸では「銭太鼓」を披露し、お客様の手拍子で盛りあがりました。甘い和菓子と生徒

さんが点ててくれた抹茶を頂き、楽しい一時となりました。　（森本 恭平）

グルー
プホー

ムいち
ょうの

木

新郷複合
施設さく

らの丘

日翔会  23  日翔会　

介護老人
保健施設

おしどり
荘

　６月19日、通所リハビリにて風鈴作りを行いました。透明な風鈴にお好きな色で、柄を描きました。

「夏といえば何だろう・・？　夏の花は・・？」と、初めてのことに悪戦苦闘され、試行錯誤の末、個

性あふれる風鈴がたくさんできました。作

品を吊るしてみると、見ているだけで涼し

そうです！今年の夏はこの風鈴の音色を楽

しんで暑さをのりきりましょう。

　　（小谷 莉加）

　６月２０日に小規模・グループホーム合同で野点会を開催しました。午前中は小規模で練り切り、グ

ループホームではういろう作りをしました。午後からは、女性８名男性１名のお客様が浴衣に着替えて衣

装もばっちり。交替で茶席に上がられ、お茶を点てられました。そ

の後、手作りのお菓子と抹茶で舌鼓をうち、しばし和やかな時間を

過ごされました。お客様から「今日は楽しかった、また参加したい

なぁ」という声を頂きました。もちろんこれからもお客様へ楽しい

企画でお・も・て・な・しいたします。　（谷岡 拓也）

さくらの丘野点会

　６月１５日、入職した職員の歓迎会もかねて、手作りの親睦会をしました。
　手作り親睦会とは、カレーライス、唐揚げ、スパゲティーなど職員が手作りの食事を振る舞いみんなで
親睦を深めようというものです。その中に、あいご釣り同好会の３名の職員が前日の２１時から、米子の
とある漁場へ行き釣ってきたキスもあり、て
んぷらにして美味しくいただきました。この
他にも、ビンゴゲームで盛り上がりました。
手作りの美味しいごはんとゲームで、みんな
の笑顔がいっぱいでした。これを機会にさら
に一致団結しましょう。　（池田 尚行）

手作りの親睦会

野点会

風鈴作り
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日翔会  45  日翔会　

 
 

   

 
 

車で出か
けるのが
生きがい。

車がないと
生活できん。
今まで、事
故は起こして

ない。

病気もある
し、運転は
危ない。運
転はやめて
ほしい。

お父さんが、交
通事故を起こし
て、他人に迷惑
かけてしまった
ら、どうしよう。

介護に関するお悩みは、お気軽にご相談下さい。
日翔会総合福祉センター内　ケアプランセンター日翔会　　管理者  小早川 統理

フリーダイヤル　0120－72－0598

グループホーム 花つつじ

グループホーム つばき

そば打ちボランティア日翔会　管理者研修

　地域の福生東公民館より、そば打ち同好会の皆さんが来て下さいま
した。そして、お客様の前で「蕎麦打ち」を披露してくださいました。
目の前で行われるパフォーマンスに、お客様もくぎ付け！途中、職員
も蕎麦打ちの体験をさせて頂き、「上手、上手」と声援も飛びかい、
とても盛り上がりました。打ち立てのお蕎麦と、あんこを蕎麦粉で包
んだ「そば団子」をおやつとして作って下さり、「なんとも贅沢なお
やつの時間だわ」と、地域の方々と楽しい時間を過ごすことが出来ま
した。同好会の皆様、来訪ありがとうございました。（足立 奈津美）

　7 月 4 日、5 日に管理者研修会を行いました。今回で 4 回目の開催となり 2 日間で 41 名の事業所責

任者が参加をしました。松本部長より管理者研修の目的は、責任者が同じ考えを持ち、同じ所へチーム

で進んで行くためとのお話しから研修が始まりました。研修は、定款

と就業規則変更箇所の説明、ビジネスメールのマナー、稟議書につい

て、未収金対応、職員評価表についてなどの内容です。参加した管理

者ひとりひとりが自分たちのため、メンバーたちのために聞いたり、

質問したりしながら研修が進み、管理者としての自覚を再認識した研

修となりました。　（上野 恵美子）

倉吉打吹公園へ
　6月17日　紫陽花を見るために、倉吉打吹公園へ出かけました。残念ながら時期が早かったためか紫

陽花があまり咲いておらず．．．。

ですが、とても良い天気の外出日和に「久しぶりに打吹公園に来れてよかった。」「良い天気でありが

たいね！」と、お客様から声が聞かれホッとしました。

　これからも季節を感じ楽しんでいただけるような企画をしていきたいと思います。（山本 宏幸）

　高齢ドライバーの事故のニュースが相次ぎ、高齢者
の免許の自主返納を呼びかける動きが高まっています。
訪問先でも、高齢や疾病により「免許証を返したよ。」
「車の運転をやめたよ。」という方も多くおられます。
本人が納得の上で、車の運転をやめた方はよいのです
が、半ば強引にご家族が取り上げてしまった場合は家
庭内での大きなトラブルとなりかねません。
　車の運転をやめた場合、その後の生活、移動手段は
どうするのか。
①病院受診や買い物等、定期的にご家族が援助する。
②公共交通機関、タクシー等の活用等

免許返納が必要かもと思ったら・・・。
具体的に家庭内で話をしておく必要があると思います。
　また、現在は自主返納された方への特典（自治体
によってはバス、タクシー運賃等の補助、その他、入
浴や食事代の割引サービス等）もありますし、免許返
納に関する本人、ご家族の悩みに対して、各免許セン
ターでも看護師による相談受け付けもされています。
　痛ましい交通事故から、自分や家族を守り、他人を
交通事故に巻き込まない為にも、高齢者に限らず、車
を運転する誰もが、安全運転に心がけ、運転に不安を
感じた場合は免許の返納を家庭内で考えていく必要
があるかもしれません。
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舟場昭和会様の元気いっぱいの銭太鼓からスタートです。今年は衣装を新調され、いつも以上に華やか

な踊りを披露していただきました。皆様、曲に合わせて手拍子で声援を送りました。職員演芸では劇団

あいごによる「桃太郎」ではなく「桃から生まれた加地太郎」を披露しました。加地太郎とは職員の名

前から付けました。桃から飛び出た加地太郎が鬼退治をする話ですが・・・次々流れてくる桃の中から

天皇陛下や雅子様や鬼が飛び出し、会場は大爆笑！！会場の皆様にも協力して頂き、見事鬼を退治する

ことができました。演芸後は御家族様もご一緒に手作りの水羊羹を召し上がって頂き、令和最初のあい

ご祭りも楽しく終えることが出来ました。（池田 尚行）

採用担当者 奮 闘記

技術や知識は、現場の経験を重ねることで身に付きます。「相手のことを
考えて行動する」事ができ、仲間と協力し向上していくことが大切です。
その気持ちのある方々と一緒に働きたいと思っています。

来春 3 月に卒業予定の学生さん　説明見学会・就業体験にこられま
せんか (*^_^*)
一般求職者の方も見学ができます。日程は調整しますので、お気軽
にお問い合わせください。

説明会・採用に関するお問い合わせは

０８５９－７７－００３３までお気軽に！

初めての方も
安心して働け
るようサポート
します。

にっしょうかい

ありがとうございました
ボランティア


