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日翔会広報

８月２１日（水）

８月２４日（土）

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

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

とっとり就職フェア（米子ワシントンホテル）
９：３０～１２：００　おしどり荘夏祭り

セルプひの 様
日野高等学校 様
日野中学校吹奏楽部 様
舟場昭和会 様
岡田喜巳子 様

おかやま福祉の就職フェア
（岡山コンベンションセンター）

１２：３０～１６：００
上記の就職フェアにブースを出します。

おしどりの風

日翔会　61  日翔会　

おしどり荘　夏祭りおしどり荘　夏祭りおしどり荘　夏祭り
 8月3日、おしどり荘夏祭りを開催しました。午前中は職員が腕を振るった焼きそばや唐揚げ、たこ焼
きなどで賑わいました。地域の方やご家族様にたくさん購入して頂きました。バザーやゲームのコー
ナーも設け、子供達は夢中で射的やお菓子掴みなどで喜んでいました。販売ではセルプひの様に今年も
来て頂きました。また、日野高等学校の生徒さんがボランティアとして4名参加され、屋台販売などの
お手伝いで夏祭りの雰囲気を味わってもらいました。午後の部は、原田施設長の挨拶から始まり、日野
中学校吹奏学楽部の皆様より、「ふるさと」、「365日の紙飛行機」を演奏して頂きました。続いて、
岡田喜巳子様より日本舞踊を披露して頂き、楯を回しての勇ましい踊りでお客様から「とてもよかっ
た」「本当に男の人に見えた」等、とても喜ばれました。その後、毎年恒例となっている舟場昭和会様
の演芸でとても盛り上がりました。また、おしどり荘職員によるソーラン節も披露し、沢山の笑顔と拍
手を頂きました。最後は皆様お楽しみの抽選会を行いました。ご家族様、ボランティア様、地域の皆様
本当にありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（足立 万由子）

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



ゆうゆう
倶楽部

日翔会総
合福祉セ

ンター

日翔会  23  日翔会　

　

　７月１３日に七夕会を行い、ご家族様にも参加をしていただきました。七夕飾りをお客様と一緒に作り

天井などに飾りました。昼食には流しそうめんを行い、上手にすくえたり、すくえなかったりしながら

も、涼しげな気分を楽しみました。手作りのかき揚げも美味しかっ

たと好評でした。午後からはレクリエーションで景品付きのゲーム

をしたり、アイスを食べたりと楽しみました。天井の飾りもゆらゆ

らしひと時の涼を感じることができました。　　（小豆澤　孝文）

七夕会

　7 月 9 日、久しぶりに調理実習「冷やし中華と水ようかん」作りを行いました。

さすが主婦‼　慣れた手付きで錦糸卵やキュウリの千切りもあっという間に完成です。初夏にぴったりの

涼やかな 2 品に食欲も進みました。

　8 月は、外食・買い物ツアーを計画しています。お楽しみに。　（山本 香織）　　　　　　

　７月２５日に黒坂警察署にて黒坂地区安全運転運行管理者協議会定期総会が行われ、優良安全運転管理

事業所として黒坂地区安全運転運行管理者協議会会長・黒坂警察署長連名の表彰を受けました。平成３０

年度は安全運転の啓発事業として安全運転管理推進モデル事業所の委嘱を受け、運転者の管理、車両管理、

安全教育、事故防止対策などを継続して取り組み、事故なく過ごすことができました。これからも職員ひ

とり一人が安全運転を心がけ、交通事故防止に努めていきます。　　（永見 嘉子）

調理実習の日

　７月２４日、夏本番を前に皆さんに元気に過ごして頂きたいと、昼食に流しそうめんを行いました。前

日から竹を切りに行き準備万端です。「いくよ～」の合図とともに流れてくるそうめんを「美味しい、もっ

と流して、早く早く！」と好評でした。涼を感じる楽しい食事の時間になりました。体調に気を付けて、

皆さん暑い夏を乗り越えましょう。

　　　　　　　　　　（山田 佳美）

流しそうめん

平成３０年度　優良安全運転管理事業所　受賞

小規模多
機能ホー

ムおいで
んせぇ
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平成30年度　決算報告

 

小規模多機能ホーム 菜の花

倉吉複合施設 つばき

絵はがき作り

　7月16日に絵はがき作りを行いました。白いハガキに色

とりどりの飾りを付け、日頃の感謝を伝えました。「難し

いな、どうしようかな」と悩まれていたお客様もいらっ

しゃいましたが、一つ飾り付けをすると、切ったり貼った

りという作業も上手にされ、個性あふれる素敵な絵はがき

が完成しました。お客様の想いを乗せた絵はがきを家族様

へ届けたいと思います。（佐子 美和）

余戸谷町夏祭り
 7月21日、今年も余戸谷町夏祭りに参加させていただきました。毎年つばきの屋台では「焼きそば」と
「トウモロコシ」を販売します。まずは、朝にとうもろこしの収穫を行い、お客様と一緒に下ごしらえ
をします。お客様は「昔を思い出す」とたくさんのトウモロコシの皮をむいてくださいました。ありが
たいことに、焼きそば120食、とうもろこし295本が完売となりました。とうもろこしは「甘くて美味

しい」と大好評でした。
 毎年のこの祭りでは、余戸谷町の

皆様の暖かさに触れることができ
ます。今後も地域とともに歩む施
設であり続けたいです。　　

（山中　智宏）
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