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第8回　日翔会ソフトバレーボール大会第8回　日翔会ソフトバレーボール大会第8回　日翔会ソフトバレーボール大会
　9月8日、日翔会スポーツ大会を根雨小学校体育館にて行いました。職員同士の親睦を深め、日頃の
ストレス発散を目的に始まったスポーツ大会も8回目を迎えました。今年は日野、倉吉、米子・蒜山、
新見のエリアで計4チームが汗を流しました。今年選手宣誓を務めたのは、昨年優勝の倉吉チームです。
「怪我をせず、職場に穴をあけることがないようにプレーします！」と力強く宣言しました。今年も各
チームお揃いのTシャツで挑みました。また、11月に湖山医療福祉グループの静岡県にある百葉の会で
行われるバレーボール大会に招待されている為、選考会を兼ねており、参加職員は自分をアピールする
為、白熱した試合となりました。優勝チームは倉吉チームで、3連覇を達成しました。これからも職員
同士の親睦が深められるよう取り組んでいきます。　　　　　　　　　　　　　　　　（石田　絵里）

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
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　８月５日、ゆずり葉で夏祭りを行いました。2階職員が中心となり、飾りつけをし、なんと手作りの

「やぐら」も完成。当日は、射的に屋台、やぐらを囲んで盆踊りと、盛りだくさんです。休憩スペースを

兼ねた5丁目では、ご家族様にあてた絵手紙を作りました。盆踊りのお囃子がフロアに響く中、屋台の唐

揚げやフランクフルトをほおばる方、童心に戻って射的に熱中される方、職員と一緒に踊る方と、皆様そ

れぞれに夏祭りを楽しみました。これからも楽しんで頂ける様な、行事を開催していきたいです。

（山根 祥子）

特養ゆずり葉　夏まつり

　８月１８日、あいご家族報告会を開きました。７家族１０名のご家族の参加があり、日頃の取り組みの
紹介などを行いました。はじめに、２０１８年度の事業決算報告、活動報告、お客様アンケート結果と改
善点について説明し、２０１９年度の取り組み目標について紹介しました。
　その後、チームケア学会で発表した事例の紹介や、あいごでお出ししている食事の紹介、試食を行いま
した。「美味しいものだなぁ」「手間がかかってるね」「こんなに丁寧に工夫して看てもらえてるなんてあ
りがたい。これからもよろしくお願いします。」とお褒めの言葉を頂きました。あいごでは「自分がされ
たくないケアは絶対にしない！」ご家族
の「預けていても様子がわからない」と
いった不安をなくし安心して頂けること
を心掛け、日々チームで努力して参ります。
ご参加頂きありがとうございました。

（山本 香織）

　8月23日、日野町にある日翔会４事業所合同の水害想定訓練を行いました。役場担当職員からの、避難
準備情報の連絡を受け、おしどり荘２階へ避難しました。まず、避難する際に、二次災害を防ぐ為、ブレ
イカーを確認しました。昨年の反省を活かし、避難場所から遠い事業所は車を使用し避難し、乗車する様
子等、消防職員に確認してもらいました。訓練終了後の意見交換会で
は、日野エリア責任者、町役場、消防職員等参加し、訓練の反省や今
後の動きについて話し合いました。
　日野エリア全体の搬送についての応援体制や、避難場所についての
確認、避難するお客様の持ち出しリストの作成、職員同士のコミュニ
ケーションの取り方、防災情報の活用についてアドバイスを頂きまし
た。災害はいつ起きるか分からないので、日頃から情報収集を行い、
早め早めの行動を心掛けていきます。（水谷 由紀）

２０１９年度あいご家族報告会を開きました

　7月30日、嗜好調査結果からお客様の希望メニューとして挙がったカレーライスと卵焼きを夕食作りと

して企画しました。野菜を切る、皮を剥く、卵を割る、溶く、焼く等作業を手際よく器用にこなされ「昔

取った杵柄」とはこの事なんだなぁ～と実感!!お客様の昔の生活が垣間見れた貴重な時間でした。皆で協

力し合って出来た夕食は格別な味で、もちろん皆様完食でおいしく頂きました。（松林 綾）　　　

カレーライス　＆　卵焼き作り
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日翔会  45  日翔会　

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

米子ヘルスケア つつじ

小規模多機能ホームつばき

つつじ祭り２０１９

　８月１７日、つつじ祭り２０１９を開催しました！オープニングは、恒例の「がいな太鼓・福米東子
ども連」による太鼓の音色で始まり、子ども達のかけ声や頑張る姿に涙ぐまれるお客様もおられました。
続いて、「あじさいの会成美」の皆様による大正琴の演奏。曲に合わせて手拍子やかけ声が上がり、会場
は大盛り上がりでした。そして、職員演芸では、職員は３チームに分かれて、借り物競争＆女装コンテ
ストを行いました。フラフラになりながら、借り物を探す職員や、女装した職員を見て、大爆笑（笑）最後は、
皆さんお楽しみの抽選会。番号が呼ばれ当選したお客様は、とても喜んで下さいました。今年も、お客様、
ご家族様、地域の方々、総勢９４
名もの方々が参加して下さり、と
ても賑やかで楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。　

　　（新屋 圭）

日翔会採用者研修
　8 月 19 日、日翔会採用者研修を開講しました。対象は中途で採用された 1 年未満の職員です。入職
時各事業所でも学びの機会を設けていますが、より理解を深め、ケアの向上につなげられるよう湖山医
療福祉グループ理念、職員行動指針、こやまケア行動方針について再度学びました。また、日翔会の職
員としてふさわしい挨拶の練習や高齢者虐待について学んでもらい、グループワークでは「自分がされ
て嫌なケア」とは何か話し合い、個人個人でこやまケア行動方針に基づき、明日から実践するケアを考
えてもらいました。事業所での実
践を通じて人材育成、事業所の質
の向上につなげていきたいと考え
ています。社会的に人材の育成と
確保が重要視される中、スタッフ
一人ひとりを大切に育て、サービ
ス体制の維持に努めていきます。

　（今倉　慎吾）

河原町地蔵祭り
　8月23日、地域の夏祭りに参加しました。倉吉市の一番歴史がある花火大会であり、倉吉の夏のフィ

ナーレを飾っています。お客様と無病息災を願い、お地蔵様のお参りに行きました。「昔から毎年行っ

ている。今年も行けてよかった」と、喜ばれていました。夕食は、屋台風のメニューにし、ビールも少

し飲んでもらいました。目の前

で上がる花火を皆さんと一緒に

鑑賞し、夏の思い出となりました。

（中田 ちえり）

　　　◎「なんのためにうまれて　なにをして　生きるのか
　　　　　　こたえられないなんて　そんなのは　いやだ！」

　　　　「なにが君の　しあわせ　なにをして　よろこぶ
　　　　　わからないまま　おわる　そんなのは　いやだ！」

どこかで聞いたことがあるフレーズではないでしょうか？そう、某アニメの主題歌ですが、色々と考えさせ
られます。
　ケアマネジャーとしてケアプランを立てる上で、必ず聞いていく質問があります。「何かしたいことや、目標っ
てありますか？」
大半の方は「今の生活を維持する。」と現状維持を望みます。年々、歳を重ねるにつれ、体も弱り、病状
も進行していく。老化は防ぎようがありません。1 年後も今と同じように生活を維持出来ることも、十分な
目標であると思います。しかしながら、今の生活を少しでも充実させていく為には「～したい。」「～なりたい。」

「～が出来るようになりたい。」といった気持ちや具体的な目標が大事だと思います。
　もう歳だからと諦めず、日々、目標や生きがいをもって生活してみませんか？そうすることで、今よりも
少しだけ充実した生活が送れるはずです。
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　もう歳だからと諦めず、日々、目標や生きがいをもって生活してみませんか？そうすることで、今よりも
少しだけ充実した生活が送れるはずです。



運転手さん・介護職さん
調理職さんを大募集中！
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日　翔　会
日野エリア　広報委員会

〠689－4503
鳥取県日野郡日野町根雨909－1
　    ☎(0859)72－0410

日翔会広報

募集職種 就業場所 賃 金 時 間 仕事内容

介 護 職

パート可

パート可

看 護 職
パート可

介護老人保健施設おしどり荘

特別養護老人ホームあいご

アルクつつじ (デイサービス)

グループホームつつじ
　　　　　　（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

介護老人保健施設おしどり荘

特別養護老人ホームあいご

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）

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

6:00～15:00
8:30～17:30
10:30～19:30

シフトにより
ます

　　 つつじ祭り

がいな太鼓・福米東
　　　　こども連 様

あじさいの会成美 様

おしどりの風

日翔会　61  日翔会　

第8回　日翔会ソフトバレーボール大会第8回　日翔会ソフトバレーボール大会第8回　日翔会ソフトバレーボール大会
　9月8日、日翔会スポーツ大会を根雨小学校体育館にて行いました。職員同士の親睦を深め、日頃の
ストレス発散を目的に始まったスポーツ大会も8回目を迎えました。今年は日野、倉吉、米子・蒜山、
新見のエリアで計4チームが汗を流しました。今年選手宣誓を務めたのは、昨年優勝の倉吉チームです。
「怪我をせず、職場に穴をあけることがないようにプレーします！」と力強く宣言しました。今年も各
チームお揃いのTシャツで挑みました。また、11月に湖山医療福祉グループの静岡県にある百葉の会で
行われるバレーボール大会に招待されている為、選考会を兼ねており、参加職員は自分をアピールする
為、白熱した試合となりました。優勝チームは倉吉チームで、3連覇を達成しました。これからも職員
同士の親睦が深められるよう取り組んでいきます。　　　　　　　　　　　　　　　　（石田　絵里）

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


