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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
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　　　　　　（米子市米原）
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　　　　　　（新見市新見）
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（新見市新見）
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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）
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シフトにより
ます

つばき秋祭り
中央児童館 様

地域おこし協力隊 様
日翔会総合福祉センター祭り

大下親子様　
日野中学校吹奏楽部OB有志 様

さくらの丘敬老会
新郷婦人会 様
ルピナス 様

おしどり荘敬老会
平山美穂 様
植田茉奈 様

菜の花敬老会
蒜山銭太鼓保存会有志 様

おしどりの風

日翔会　61  日翔会　

KOYAMA　FRESHER’SFES　２０１９　日翔会パワー全開！！KOYAMA　FRESHER’SFES　２０１９　日翔会パワー全開！！KOYAMA　FRESHER’SFES　２０１９　日翔会パワー全開！！
　１０月８日、９日の両日は、湖山医療福祉グループの新入職員が一堂に集まるフォローアップ研修「KOYAMA　
FRESHER’SFES　２０１９」でした。今年３月に学校を卒業し、入職式から半年過ぎ、また一回り大きくなった表情が
印象的です。会場は、千葉県の東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートで、今年は新入職員３００名が、日翔会からは１２名の
新入職員が参加してきました。
　湖山代表から「私たちの仕事は大事な命を尊厳を持ったうえで、命を守る仕事である。そのためには、自分自身が幸
せになってほしい」とエールを送りました。
　日翔会は伝統の「よさこいソーラン節」で、演武の中で軽い技を取り入れた２０１９Versionで会場を沸かせました。今年の
日翔会は「翔～無限に成長する～」新人でテーマを考えました。日翔会で学びどんどん成長していきたいという想いを持って、
この日のために、２ヶ月間練習を重ねてきました。その中で「人に伝える」、「チームワークの大切さ」、「一所懸命取り組む」
ことの大切さとやり抜く力もつけました。新人たちは「パフォーマンスを披露し、会場から大きな拍手をもらい、湖山グループ
のみなさんから誉めてもらえた事が嬉しい。何事も一所懸命やり抜くと相手にも伝わると改めて感じた」と話してくれました。
　翌日は、ディズニーシーで「質の高い接遇」を自らの体験を通して学び、明日からの現場に活かせることをつかんできました。
　今年新人たちが学んだ事を、来年は自分たちが指導者になって教える番です。先輩たちから受け継いだことを、来年
入職する後輩たちに繋げてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（村上　富美恵）

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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　9月15日さくらの丘で敬老会を開催しました。今年は、米寿６名白寿２名の計8名のお客様をお祝い
し、花束と職員手作りのプレゼントをお渡ししました。
　敬老会のお祝いに新郷婦人会の皆様は舞踊、ルピナスの皆様はコー
ラスを披露されました。舞踊は、皆様手拍子をされ会場は大盛り上が
りでした。コーラスではお客様もご一緒に「青い山脈」、「みかんの
花咲く丘」を歌われ昔を懐かしんでおられました。演者の方と知人の
お客様がおられ、「来てくれてありがとう。また来てね。」と微笑ま
しい姿がありました。これからも元気で過ごして頂きたいです。

（谷岡　拓也）

敬老会

　9月24日、ゆうゆう倶楽部敬老会を開きました。と言っても…ここは予防事業！自分達でおはぎを作っ

てお祝いの準備です。さすが主婦の皆様、あっという間に美味しそうなおはぎ２種が完成。職員お手製の

お抹茶と共に頂きました。敬老祝いのプレゼントはタオルと手作りアルバムです。心を込めて作りました。

皆様に喜んで頂き、職員もうれしくて胸がいっぱいになりました。ゆうゆう倶楽部の皆様がこれからも元

気いっぱい笑顔で過ごされますように。（山本　香織）

　9月20日、敬老会を行いました。今年は、喜寿1名、米寿9名、100歳以上の長寿3名の方々をお祝いしまし
た。始めに原田施設長より、お祝いの言葉と、おしどり荘は今年で25年目を迎え地域でケアサービスの提供が
絶え間なくできていることに感謝を伝える挨拶をしまし
た。日野町長﨏田淳一様より、健康に気を付けられてこ
れからも元気に過ごして下さいとご祝辞をいただきまし
た。表彰後は、平山美穂様、植田茉奈様による歌謡
ショーがあり、童謡などお客様と一緒に歌をうたい、楽
しいひとときとなりました。おしどり荘のお客様は元気
な方が多く、職員も日々パワーをもらっています。これか
らも元気で過ごしてください。（園山　菜里）

おはぎ作り敬老会

　９月１４日、「日翔会総合福祉センター祭り」を開催しました。当日は天候もよくお客様やご家族をは
じめたくさんの地域の方々にも足を運んでいただきました。屋台では、大山おこわ、からあげ、焼きそば
等販売し大盛況でした。ゲームコーナーでは、スーパーボールすくいや、キャラクターヨーヨーつりを子
供さんを中心に楽しまれていました。園芸では、大下親子様による「ドジョウすくい」や今回発お披露目
の「パプリカ」等可愛らしいダンスに会場はあたたかい雰囲気につつまれ、お客様も終始にこやかでした。
また、日野中学校吹奏楽部・OB有志
様の演奏会は迫力があり、「ふるさ
と」や昔懐しい楽曲の披露で口ずさむ
方もおられ大変に盛り上げていただき、
楽しいひと時をお客様と過ごすことが
できました。（高橋  恵子）

日翔会総合福祉センター祭り

敬老会
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日翔会  45  日翔会　

小規模多機能ホーム 菜の花

つばき居宅介護支援事業所

敬老会

　９月１５日に敬老会を開催しました。104歳の長寿の方１
名、米寿の方４名のお祝いを行いました。長寿の秘訣を尋
ねると「働くこと！」と教えて下さり、今でも天気の良い日は
畑仕事をされています。
　演芸では地元の中学生や保存会の方がボランティアで
銭太鼓を披露して下さいました。お客様の中には昔銭太鼓
をしていた方もおられ懐かしがられたり、「上手だな」と曲
に合わせて手拍子をして楽しまれました。

（大垣　輝男）

　9月11、12日に、明治大学中野キャンパスにて「第4回チームケア学会」が開催されました。湖山医療福祉グ
ループの中から選ばれた78事例の発表があり、日翔会からは、介護老人保健施設おしどり荘、米子グループ
ホームつつじ、倉吉小規模多機能ホーム華つばきの3事業所が研究発表をしました。今回の学会は「人生100
年を生きるためのリテラシー」～食を通じて考える～をテーマに、基調講演や、公開討論会が行われ食の大切
さを改めて学びました。日翔会では、お客様おひとりお一人にしっかりと向き合って日々の生活を満足して頂け
るように、職員全員がサービスレベル向上に取り組んでいきます。（水谷　由紀）

チームケア学会

つばき秋祭り救急救命講習
　9月21日、毎年恒例の「つばき秋祭り」を開催しました。天候はあいにくの雨でしたが、たくさんのお客様や
地域の方に来ていただくことができました。祭り会場では、ボランティアの皆様による催しが披露されました。
トップバッターは、中央児童館のとってもかわいらしい1～3年生7名が「しゃんしゃん傘踊り」を披露してくださ
いました。続いて、「地域おこし協力隊」として施設や地域のイベントなどに出演されたり、竹細工の楽器を作
るワークショップを開催するなどの活動をされている佐々木様と奥様に来ていただき、懐かしの曲をたくさん
披露してくださいました。最後はつばき職員6名による「ソーラン節」の披露です。お客様から感動の拍手をい
ただき、大変盛り上がりました。屋外では屋台を出し、「焼きそば」「焼き鳥」「おはぎ」などの販売、屋内では
バザーをしました。雨にもかかわらず祭りに来
て下さった地域の皆様、祭りにご協力いただい
たご家族様、本当にありがとうございました。
また来年もお客様と地域の皆様に楽しんでい
ただける祭りを企画していきます。

（山中　智宏）

　日野町にある事業所では、9月、10月と4回に分けて、江府消防署をお招きし、救急救命講習を行いまし
た。講習では、日翔会で応急手当指導員、応急手当普及員の資格を持った職員が中心となり、心肺蘇生法
や、緊急時の対応方法について指導にあたり、全職員が受講し、学びました。
　介護の仕事では高齢で様々な病気やリスクを抱えた方をケアしています。突然の意識喪失、誤嚥、窒息
等、いつ、何が起こるかはわかりません。
　今回、学んだことを生かし、緊急事態に直面した時に、誰もが適切に行動し、対応できるようにしていきた
いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小早川　統理）
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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

つばき秋祭り
中央児童館 様

地域おこし協力隊 様
日翔会総合福祉センター祭り

大下親子様　
日野中学校吹奏楽部OB有志 様

さくらの丘敬老会
新郷婦人会 様
ルピナス 様

おしどり荘敬老会
平山美穂 様
植田茉奈 様

菜の花敬老会
蒜山銭太鼓保存会有志 様

おしどりの風

日翔会　61  日翔会　

KOYAMA　FRESHER’SFES　２０１９　日翔会パワー全開！！KOYAMA　FRESHER’SFES　２０１９　日翔会パワー全開！！KOYAMA　FRESHER’SFES　２０１９　日翔会パワー全開！！
　１０月８日、９日の両日は、湖山医療福祉グループの新入職員が一堂に集まるフォローアップ研修「KOYAMA　
FRESHER’SFES　２０１９」でした。今年３月に学校を卒業し、入職式から半年過ぎ、また一回り大きくなった表情が
印象的です。会場は、千葉県の東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートで、今年は新入職員３００名が、日翔会からは１２名の
新入職員が参加してきました。
　湖山代表から「私たちの仕事は大事な命を尊厳を持ったうえで、命を守る仕事である。そのためには、自分自身が幸
せになってほしい」とエールを送りました。
　日翔会は伝統の「よさこいソーラン節」で、演武の中で軽い技を取り入れた２０１９Versionで会場を沸かせました。今年の
日翔会は「翔～無限に成長する～」新人でテーマを考えました。日翔会で学びどんどん成長していきたいという想いを持って、
この日のために、２ヶ月間練習を重ねてきました。その中で「人に伝える」、「チームワークの大切さ」、「一所懸命取り組む」
ことの大切さとやり抜く力もつけました。新人たちは「パフォーマンスを披露し、会場から大きな拍手をもらい、湖山グループ
のみなさんから誉めてもらえた事が嬉しい。何事も一所懸命やり抜くと相手にも伝わると改めて感じた」と話してくれました。
　翌日は、ディズニーシーで「質の高い接遇」を自らの体験を通して学び、明日からの現場に活かせることをつかんできました。
　今年新人たちが学んだ事を、来年は自分たちが指導者になって教える番です。先輩たちから受け継いだことを、来年
入職する後輩たちに繋げてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（村上　富美恵）

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


