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日翔会広報

募集職種 就業場所 賃 金 時 間 仕事内容

介護職
（資格・
経験不問）

看護職
（経験不問）

【日野町根雨】
・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

【新見市新見】
・特別養護老人ホームゆずり葉

【日野町根雨】
・介護老人保健施設おしどり荘
【新見市新見】
・特別養護老人ホームゆずり葉

【日野町根雨】
・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

利用される方々
が、快適に生活
を送れるよう入
浴 介 助 やレ ク
レーション、体
力 つ くり の サ
ポートほか

利用される方の
健康管理や、介
護職や医療機関
との情報交換ほ
か

調理・配膳・下
膳・掃除など
形 態 別 の 食 材
刻みや、施設行
事の参加ほか

調理職
（経験不問）

（基本給）
１６万～２３万

経験加算と
資格手当別途支給

例）介護福祉士で
おしどり荘夜勤
月５回の場合
19 万（基本給）
+1 万（資格手当）
+3 万 5 千
＝23 万 5 千円

（基本給）
１６万～２３万

経験加算と
資格手当別途支給

（基本給）
２３万～３２万

経験加算と資格
手当、オンコー
ル手当別途支給

日勤のみ
８：３０～１７：３０

早出
6：00～15：00
日勤
8：30～17：30
遅出
10：00～19：00

勤務時間は各事
業所によります

早出
7：00～16：00
日勤
8：30～17：30
遅出
10：00～19：00
夜勤
17：00～10：00

勤務時間は各時
間は事業所のシ
フトによります

おしどりの風

日翔会　61  日翔会　

2020年度日翔会入職式・新人研修2020年度日翔会入職式・新人研修2020年度日翔会入職式・新人研修
　４月１日、医療法人社団日翔会、社会福祉法人日翔会の入職式を行いました。今年は作業
療法士、介護福祉士など９名の仲間を迎えることができました。湖山泰成代表からのお祝い
メッセージを視聴した後、新人研修では「福祉の仕事をしていく上での基本を学ぶ」を目的に、
社会人としての心構え、感染症予防の基本、接遇の基本、介護保険制度、介護技術、緊急時
の対応などを３日間にわたり研修をしました。研修期間を通してチームで取り組む、仲間と協
力をする大切さも身に着けました。４月６日からは日野、米子、倉吉、新見の事業所に配属に
なります。日翔会の大切な仲間として一緒に頑張っていきましょう。　　　　（今倉　慎吾）

採用担当者 奮 闘記

コロナウィルス対応をしております。見学や就業体験はご対応が出来
かねますが、個別説明を行いますので、お気軽にお電話くださいね。

お問合せ：０８５９－７７－００３３　日翔会採用担当

研修や勉強会が充実！
福祉が初めての方にも、
丁寧な指導をしています！

私たちと一緒に
働きませんか

詳細はこちらから→

にっしょうかい



ゆうゆう倶楽部

デイサービス かじか荘

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

　3月11日、3月の誕生日会を行いました。誕生日の方の中には白寿を迎えられた方があり、皆さんで一

緒にお祝いをしました。プレゼントとメッセージカードを渡すと「ありがとう」と何度もおっしゃってい

ました。長生きの秘訣を聞いてみると「何でも美味しく食べて、くよくよしない事」と教えて下さいまし

た。他のお客様と一緒にお祝いの歌をうたい、にぎやかな誕生日会になりました。これからも元気でお過

ごし下さい。（赤井　溪夏）

誕生日会

　ゆうゆう倶楽部では、３月の２週間に渡り、さくら並木を作成しました。お花紙を花びらの形に切り、

さくらの木に貼り付ける地道な作業です。３月３１日に無事大作が完成しました。あいご玄関は４月いっ

ぱいさくらが満開です。また、３月３日にはさくら餅作りに挑戦しました。桜色の皮に、キウイをあんこ

で包んで挟み、「苺大福」ならぬ「キウイさくら餅」が完成しました。甘いあんこに爽やかな酸味のキウ

イが良く合い、とっても美味しいと好評でした。ゆうゆう倶楽部では今年度も料理自慢の皆様と色々な調

理に挑戦したいと考えています。お楽しみに！　　（山本　香織）

　4月3日お花見を行いました。ここ最近の天気は安定せず、寒かったり、雨が降ったりと花見がなかな

か行えませんでしたが、今日は待ちに待った絶好の花見日

和でした。花見をすると伝えると皆様張り切って準備をし

て下さいました。おしどり荘すぐ横の景色の良い所で記念

写真を撮りました。今年の満開の桜は花びらが多く見ごた

えがありました。　　（渡邊　稜）

　　　　さくら並木＆さくら餅づくり

　3月26日から31日までお客様感謝週間を行いました。秋から育てていたパンジーを摘みお花風呂にし、

「きれいでいい匂い」と素敵な入浴タイムになりました。感謝週間の間は、食事も日替わりメニューです。お

やつバイキングもあり「どれにしよう？美味しい」と沢山召し上がって頂けました。午後は、いい香りのオイル

でハンドマッサージをし、ゆっくりと向き合い会話をしながら穏やかな時間が流れました。

お返しにと、職員にマッサージをして下さるお客様もおられました。おやつの時間には一年間の行事などを

ＤＶＤにし、鑑賞しました。「こんなことも、あったねぇ」と話も弾みました。最後に、写真のプレゼントをし、

ご家族様にも喜んでいただけました。一年間ありがとうございました。2020年度も皆様に喜ばれる、かじか

荘を目指して頑張ります。宜しくお願い致します。　（杉本　真理）

お客様感謝週間 in かじか荘

花　見
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日翔会  45  日翔会　

デイサービスつばき

小規模多機能ホーム 菜の花

感謝祭
　3 月 26 日、菜の花で感謝祭をしました。

　今回はお客様にお祭り気分を味わって頂きたいと思い、射的やボール投げ等の各ゲームコーナーを設

けました。「ありゃ、命中せんなあ」「おっ、当たった！」と皆様とても楽しまれていました。それぞ

れのゲームで参加賞をプレゼントしました。ゲームの後は手作りお

やつを食べながらティータイムを楽しみました。いつもと一味違っ

た感謝祭で大盛況でした。2020年度もお客様の素敵な笑顔が見られ

る楽しい行事を企画していきます。　（大垣　輝男）

ウイルス予防

　3月8日、看護師によるお客様に向けたウィルス予防学習をしました。免疫を上げる食べ物は、１位

ヨーグルト・２位納豆・３位生姜でした。その後、皆様に生姜湯を楽しんで頂きました。また、手洗い

をしても落ちにくい場所はどこでしょう？というクイズを皆さんに

考えてもらいました。帰りには、本日飲まれた生姜湯と紅茶をプレ

ゼントさせていただきました。皆様とても喜んで下さいました。

（津村　寛美）　

　桜も終わり、季節は夏に向かっているはずなのに・・・日中の温度差が激しい日が続きますね。

そんな毎日は体のリズムが狂いがちです。

朝も「ボ～っ」としてしまいます。

《体をあたためて毒を洗い流そう！》

　まず、体の流れを良くするためには“ 水分 ”です。日が昇り暑くなると、つい冷たいものを飲

みたくなりますが、リズムを整えるためには“ あたためる ”ことが大切です。朝起きたら温かい

お茶やコーヒー等好きな飲み物や味噌汁、スープで体を目覚めさせましょう。体の中の準備が

整います。

　食事には、毒を体の外に出してくれる“ねぎ、ニンニクなど香りの野菜”や今が旬のキャベツ

や玉ねぎを取り入れると良いそうですよ。是非、取り入れてみてください。

☆リズムを整えて気持ちよく一日をスタートさせましょう！！

春を味わい体と心の調子を整えよう！

介護老人保健施設おしどり荘
　　　　　管理栄養士　高橋　澄子

ホームヘルパーと家政婦の違い
　家政婦もホームヘルパーも自宅に上がり、料理、洗濯、掃除などの家事や身の周りの世話を行うことか
ら同じ仕事のように思われることがあるかもしれません。
ホームヘルパーと家政婦の違いは以下の通りです。

〇ホームヘルパー
【対象】利用者のみ。介護保険の認定（要支援、要介護、事業対象者）を受けている方。

自立支援が原則でケアプランに基づいて行われるもので、法的に出来ることの決まりがある。（調理は本
人の食事のみで、家族の食事や洗濯などはしない。日常的に必要な掃除は行うが、窓ふき等の大掃除に
該当するものは行えない。買い物は日常生活に最低限必要なものの購入のみで、酒やたばこ等の嗜好品
や趣味に関係するものは購入できない等。）

※また、同居家族がいる場合は原則、家事等の生活支援は行えません。

〇家政婦
【対象】家族全員が対象。
　自立支援を目的としていない。
　家族が自分でできる事であっても全て代わりに家事を行う。

　高齢者が快適で安全に暮らせるように、残存機能を活用し身体機能が衰えないよう、できることは自分
でしてもらうように配慮することが、介護保険制度の原則であり、ホームヘルパーとしても重要な役目となっ
ています。ホームヘルパーとしてできること、できないことがありますが、家政婦とは違うということをご
理解頂けたら幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケアプランセンター日翔会　小早川　統理
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形 態 別 の 食 材
刻みや、施設行
事の参加ほか

調理職
（経験不問）

（基本給）
１６万～２３万

経験加算と
資格手当別途支給

例）介護福祉士で
おしどり荘夜勤
月５回の場合
19 万（基本給）
+1 万（資格手当）
+3 万 5 千
＝23 万 5 千円

（基本給）
１６万～２３万

経験加算と
資格手当別途支給

（基本給）
２３万～３２万

経験加算と資格
手当、オンコー
ル手当別途支給

日勤のみ
８：３０～１７：３０

早出
6：00～15：00
日勤
8：30～17：30
遅出
10：00～19：00

勤務時間は各事
業所によります

早出
7：00～16：00
日勤
8：30～17：30
遅出
10：00～19：00
夜勤
17：00～10：00

勤務時間は各時
間は事業所のシ
フトによります

おしどりの風

日翔会　61  日翔会　

2020年度日翔会入職式・新人研修2020年度日翔会入職式・新人研修2020年度日翔会入職式・新人研修
　４月１日、医療法人社団日翔会、社会福祉法人日翔会の入職式を行いました。今年は作業
療法士、介護福祉士など９名の仲間を迎えることができました。湖山泰成代表からのお祝い
メッセージを視聴した後、新人研修では「福祉の仕事をしていく上での基本を学ぶ」を目的に、
社会人としての心構え、感染症予防の基本、接遇の基本、介護保険制度、介護技術、緊急時
の対応などを３日間にわたり研修をしました。研修期間を通してチームで取り組む、仲間と協
力をする大切さも身に着けました。４月６日からは日野、米子、倉吉、新見の事業所に配属に
なります。日翔会の大切な仲間として一緒に頑張っていきましょう。　　　　（今倉　慎吾）

採用担当者 奮 闘記

コロナウィルス対応をしております。見学や就業体験はご対応が出来
かねますが、個別説明を行いますので、お気軽にお電話くださいね。

お問合せ：０８５９－７７－００３３　日翔会採用担当

研修や勉強会が充実！
福祉が初めての方にも、
丁寧な指導をしています！

私たちと一緒に
働きませんか

詳細はこちらから→

にっしょうかい


