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日翔会広報

職 種 就 業 場 所 基本給等

大卒等
（短大・
専門・
大学等）

１６万円
・通勤手当
・資格手当
夜勤者は手当
社会保険・昇
給・賞与あり

日野町社宅有

１７万
～２０万５千円
・通勤手当
・資格手当
夜勤者は手当
社会保険・昇
給・賞与あり

日野町社宅有

高卒 ①介護職

②調理職

①介護職

②相談員候補

③リハビリ職

④調理職

⑤栄養士職

①
・介護老人保健施設おしどり荘
　　　　　　　　　　　（日野町根雨）
・米子ヘルスケアつつじ（米子市米原）
・倉吉複合施設つばき（倉吉市余戸谷町）
・特別養護老人ホームゆずり葉
　　　　　　　　　　　（新見市新見）

②
・介護老人保健施設おしどり荘

①②
・介護老人保健施設おしどり荘
　　　　　　　　　　　（日野町根雨）
・米子ヘルスケアつつじ（米子市米原）
・倉吉複合施設つばき
　　　　　　　　　（倉吉市余戸谷町）
・特別養護老人ホームゆずり葉
　　　　　　　　　　　（新見市新見）

③④⑤
・介護老人保健施設おしどり荘
　　　　　　　　　　　（日野町根雨）

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８日おしどり荘で夏祭りを行いました。入所では屋台にちなんだゲーム、水風船や輪投げ、
手作りのもぐらたたきゲームを楽しみました。水に浮かんだ水風船を取ったり、お手製のもぐらた
たきを挑戦したりする方もおられました。職員によるダンスも手拍子をしながら楽しそうに見て下
さいました。午後よりお客様と職員とで一緒にカラオケを楽しみました。お客様より「久しぶりに
カラオケができて良かった。楽しかった。」と感想を頂きました。
　通所リハビリでは、職員が浴衣に着替え夏祭りらしさを演出し、午前中にカラオケ大会、午後よ
り職員による日野町音頭の披露と、スイカ割りゲーム、景品釣りをしました。スイカにみたてたビー
チボールに向かって周りのお客様の声を頼りに棒を振り下ろし見事に命中でした。「ゲームも楽し
かったし、職員さんの浴衣が涼しげで良かったなぁ。」と言って頂けました。昼食はお客様のリク
エストが多かった夏野菜の天ぷらに茶そば、いなり寿司でした。「どれも上手いなぁ。ごちそうだ
なぁ。」と喜ばれました。今年はコロナ禍で、ご家族様や地域の皆様との交流はできませんでした
が、お客様も職員も笑顔で、楽しい祭りとなりました。　（森山　あゆみ）

採用担当者 奮 闘記

新卒求人・一般求人の詳細についても、お気軽にお電話ください。

お問合せ：０８５９－７７－００３３　日翔会採用担当

こちらのＱＲをスマホで読み取ってください→
求人内容や求人説明を見ることができます

2021卒向けの方を対象に、
対面式の個別説明会＆遠方で帰
省できない方にオンライン説明
会を行っています！
詳細はマイナビ2021からご確認ください。
また、ふるさと定住機構のホームページか
らもＷＥＢ合説で日翔会をご覧いただくこ
とができます。

来春卒業予定の方　採用情報

今、仕事を探している方！介護職・調理職・看護職・運転手な
どの一般求人についても、併せて募集しています。

にっしょうかい



日翔会  23  日翔会　

夕涼み会

　8 月 10 日、「あいご縁日」を企画しました。昭和の遊びや屋台をイメージし、ボウリングに魚釣り、的当てゲー

ムに抽選と様々なゲームを準備しました。今回の目玉のスクリーン花火と綿菓子屋さんは大人気でした。綿菓

子は普段口から食事をされない胃瘻造設の方も美味しそうに召し上がられ、中にはおかわりされる方もおられ

ました。お昼ご飯の焼きそばも皆様完食されました。おやつの時間は各ユニットでベビーカステラ作りと 1 日

中「あいご縁日」を満喫して頂きました。

　３密は避けながら、全員参加して頂く事ができ、お客様との距離がさらに縮まっ

たような一時でした。　　（山本　香織）

　８月８日、毎年恒例の「夕涼み会」を行いました。今年は、色々な夏のイベントが中止となってしまい、

寂しく思います。少しでも涼やかに夏を楽しんで頂こうという思いで開催しました。お客様も職員も浴衣

に着替えて準備万端です。スーパーボールすくい、スイカ割りを楽しんで頂き、盆踊りでは密にならない

様十分気を付けて、新見ふるさと祭りの曲で、お客様と櫓を囲みました。屋台名物の唐揚げやフランクフ

ルト、一番人気だったのは甘くて、フワフワな綿菓子でした。夕食は、

お客様のリクエストのお好み焼きを食べて頂き、夏祭り気分を味わっ

て頂く事が出来ました。　　（小迫　美保子）

　9月2日、おしどり荘通所リハビリ月見歌合戦を行いました。団子の白色とお月様の黄色の2チームに

分かれ、交互に歌って頂きました。皆様、お好きな歌を次々と披露され、周りの応援団は、曲に合わせ

鈴を鳴らして一生懸命応援して下さいました。今回3名のお客様が審査員となり、白と黄色どちらかの

色の玉を投票して頂きました。職員もお客様に負けないよう全力で歌いま

した。投票の結果、見事勝利したのは白組です。多くのお客様から「楽し

かった。」「良かった。」と声を頂き楽しいひと時となりました。

　　（小谷　莉加）

～納涼 !! あいご縁日～

　８月２３日、お楽しみ企画でたこ焼きパーティーとゲームを行いました。細かく刻んだ具材をお客様

に入れてもらい、生地を焼いていきました。「あつあつでおいしい。」と喜んで食べて下さいました。

　ゲームでは日野地区の地名でビンゴゲームをしました。住んでいた地名が出ると「ここに住んでた

わ」と教えて下さいました。最後に抽選会を行い、景品が当たると嬉しそうにしておられ、楽しい一日

となりました。　　（前田　希実）

たこ焼きパーティー

通所リハビリテーション　月見歌合戦
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日翔会  45  日翔会　

グループ
ホームつ

つじ

小規模多
機能ホー

ムつばき

納涼会
　８月21日、納涼会を開催しました。夏といえば、スイカ割！「右右～」「もうちょっと左～」と、

お客様のナビゲーションで、スイカに向かって前進し、振りかぶって叩くと、見事すいかに命中しま

した。続いて、フルーツ狩りゲームです。好きな紐を引っ張り、メロン・ぶどう・梨・りんごなど、

次々にフルーツをＧＥＴし、お客様も大喜びでした。そし

て、いよいよ、お楽しみの昼食バイキングです。いなり寿

司、出し巻き玉子、天ぷらなど、御馳走が並び箸が止まらな

いお客様もありました。最後にデザートは、フルーツの盛り

合わせです。プロ顔負けの盛り付けに、見て楽しみ、食べて

美味しく、２度堪能されました。　　（鏡　百合子）

夏 祭 り

　8月23日、毎年恒例の地域の祭りに合わせ夏祭りを行い、祭りの雰囲気を皆様と楽しみました。

お祭り前に無病息災のお参りに行きました。例年賑やかに祭りが開催されますが、今年は静かなお参り

でした。ハッピを着て張り切ってゲームに参加して頂きました。ゲーム内容は射的、カゴ釣り、輪投げ

の3種類を用意しました。ゲームの合計点を競い、普段あまりレクリエーションに参加されない方も笑

顔で取り組んでいただけました。たくさんの景品の中から好みの景品を選ばれ、ご満足いただけたよう

です。おやつにお客様ご希望の、たい焼きをご用意し、召し上がられました。

　今年は規模を縮小しての開催でしたが、お客様の笑顔をたくさん見られました。来年は地域の皆様と

楽しく開催できるよう願っております。　　（佃　美咲）

気温の高い夏に熱中症を伴った脱水症はニュース
などでよく耳にされると思いますが、残暑も厳し
い今年はマスク生活の為、涼しくなっても日常生
活では水分不足ののリスクが潜んでいます。
脱水にならず、健康に過ごす為にも水分をしっか
り摂りましょう！

①体重 60 ㎏＝36 ㎏分
からだの約 60％は、水分でつくられています。
からだの大半を水分が占めていることを忘れな
いでください。
②1日に 2.5ℓ必要です
私たちは、普通に生活しているだけでも、1 日
に約 2.5ℓもの水分が失われています。食事中
の水分や体内でつくられる水の量は 1.3ℓのみ
と言われています。意識して、こまめに水を飲
まないと水分の不足になってしまいます。
③20％で死亡の恐れ
水分の摂取量が不足すると重大な健康障害を
起こす可能性があります。
スポーツ中の熱中症や、中高年で多発する脳
梗塞、心筋梗塞なども水分摂取量不足がリス

健康のために水を飲みましょう‼

デイサービスかじか荘
　栄養士　　山田　佳美

2020年度日翔会採用者研修
　8月24日に2020年度日翔会採用者研修を開催しました。今回はコロナ感染対策のため、入室時の手洗い、

うがい、消毒の他、検温を実施し、ソーシャルディスタンスを保ちながらの研修となりました。

　研修の対象は、入職して 1 年未満の職員となります。各事業所で入職時の研修を修了していますが、より

理解を深めていただくために湖山医療福祉グループの理念、職員行動

指針、こやまケアについての学びを深めました。また、日翔会の職員

にふさわしい挨拶の練習や高齢者虐待防止、感染対策と標準予防策に

ついても学習しました。今後、各事業所での実践を通じて、ケアの質

の向上につなげてきたいと思います。　　（今倉　慎吾）

ク要因の一つと言われています。
④のどの渇きは「脱水」の証拠
のどの渇きは、すでに「脱水」が始まってい
る証拠です。渇きを感じてからではなく、渇き
を感じる前に水分を摂ることが重要です。

＊ミネラルウォーターゼリー
材料：ミネラルウォーター　200ml
　　　粉ゼラチン　　　　　2.5g
　　　砂糖　　　　　　　大さじ1　
作り方：
①鍋にミネラルウォーターを入れて沸騰させて、
粉ゼラチンと砂糖を溶かします。
②お好みの器に入れ、粗熱が取れたらラップをし
て冷蔵庫で30 分程冷やせば完成です。
＊ゼリー自体には、甘味があまりないので、きな
粉や黒蜜をたっぷりとかけるのがおすすめで
す！　
　　　　　　ぜひ、試してみてください♪
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ついても学習しました。今後、各事業所での実践を通じて、ケアの質

の向上につなげてきたいと思います。　　（今倉　慎吾）

ク要因の一つと言われています。
④のどの渇きは「脱水」の証拠
のどの渇きは、すでに「脱水」が始まってい
る証拠です。渇きを感じてからではなく、渇き
を感じる前に水分を摂ることが重要です。

＊ミネラルウォーターゼリー
材料：ミネラルウォーター　200ml
　　　粉ゼラチン　　　　　2.5g
　　　砂糖　　　　　　　大さじ1　
作り方：
①鍋にミネラルウォーターを入れて沸騰させて、
粉ゼラチンと砂糖を溶かします。
②お好みの器に入れ、粗熱が取れたらラップをし
て冷蔵庫で30 分程冷やせば完成です。
＊ゼリー自体には、甘味があまりないので、きな
粉や黒蜜をたっぷりとかけるのがおすすめで
す！　
　　　　　　ぜひ、試してみてください♪
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日翔会広報

職 種 就 業 場 所 基本給等

大卒等
（短大・
専門・
大学等）

１６万円
・通勤手当
・資格手当
夜勤者は手当
社会保険・昇
給・賞与あり

日野町社宅有

１７万
～２０万５千円
・通勤手当
・資格手当
夜勤者は手当
社会保険・昇
給・賞与あり

日野町社宅有

高卒 ①介護職

②調理職

①介護職

②相談員候補

③リハビリ職

④調理職

⑤栄養士職

①
・介護老人保健施設おしどり荘
　　　　　　　　　　　（日野町根雨）
・米子ヘルスケアつつじ（米子市米原）
・倉吉複合施設つばき（倉吉市余戸谷町）
・特別養護老人ホームゆずり葉
　　　　　　　　　　　（新見市新見）

②
・介護老人保健施設おしどり荘

①②
・介護老人保健施設おしどり荘
　　　　　　　　　　　（日野町根雨）
・米子ヘルスケアつつじ（米子市米原）
・倉吉複合施設つばき
　　　　　　　　　（倉吉市余戸谷町）
・特別養護老人ホームゆずり葉
　　　　　　　　　　　（新見市新見）

③④⑤
・介護老人保健施設おしどり荘
　　　　　　　　　　　（日野町根雨）

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８日おしどり荘で夏祭りを行いました。入所では屋台にちなんだゲーム、水風船や輪投げ、
手作りのもぐらたたきゲームを楽しみました。水に浮かんだ水風船を取ったり、お手製のもぐらた
たきを挑戦したりする方もおられました。職員によるダンスも手拍子をしながら楽しそうに見て下
さいました。午後よりお客様と職員とで一緒にカラオケを楽しみました。お客様より「久しぶりに
カラオケができて良かった。楽しかった。」と感想を頂きました。
　通所リハビリでは、職員が浴衣に着替え夏祭りらしさを演出し、午前中にカラオケ大会、午後よ
り職員による日野町音頭の披露と、スイカ割りゲーム、景品釣りをしました。スイカにみたてたビー
チボールに向かって周りのお客様の声を頼りに棒を振り下ろし見事に命中でした。「ゲームも楽し
かったし、職員さんの浴衣が涼しげで良かったなぁ。」と言って頂けました。昼食はお客様のリク
エストが多かった夏野菜の天ぷらに茶そば、いなり寿司でした。「どれも上手いなぁ。ごちそうだ
なぁ。」と喜ばれました。今年はコロナ禍で、ご家族様や地域の皆様との交流はできませんでした
が、お客様も職員も笑顔で、楽しい祭りとなりました。　（森山　あゆみ）

採用担当者 奮 闘記

新卒求人・一般求人の詳細についても、お気軽にお電話ください。

お問合せ：０８５９－７７－００３３　日翔会採用担当

こちらのＱＲをスマホで読み取ってください→
求人内容や求人説明を見ることができます

2021卒向けの方を対象に、
対面式の個別説明会＆遠方で帰
省できない方にオンライン説明
会を行っています！
詳細はマイナビ2021からご確認ください。
また、ふるさと定住機構のホームページか
らもＷＥＢ合説で日翔会をご覧いただくこ
とができます。

来春卒業予定の方　採用情報

今、仕事を探している方！介護職・調理職・看護職・運転手な
どの一般求人についても、併せて募集しています。

にっしょうかい


