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寒桜

■

受賞報告
（P．１）
・優良防災総監賞
・東京都特定給食施設等栄養改善知事賞

■

活動報告
（P．２）
・2020 年卒採用活動について
・新卒採用職員紹介

■〈特集〉子育て世代、活躍の場（P．３、４）
・子育て世代からのメッセージ
■

法人からの報告 （P．５）
・第 10 回被災者支援
チャリティーコンサート義援金報告
・永年勤続
・寄付報告
・納涼祭開催案内
・編集後記

ナガミヒナゲシ
2019／4／19 発行
◆光陽苑
／南大泉地域包括支援センター（南大泉地域集会所内）
◆第二光陽苑
◆新町光陽苑
◆第三光陽苑いずみ
◆上荻ふれあいの家
◆練馬区立はつらつセンター関（練馬区指定管理者）
練馬区立関区民ホール（練馬区指定管理者）
◆練馬区立石神井台敬老館（練馬区委託事業）
◆練馬区立南田中敬老館（練馬区委託事業）

オダマキ

第二光陽苑は、
平成 20 年に東京消防庁より
優良防火対象物の認定を受けました。
認定は、法令遵守はもとより自衛消防能力
や、消火・避難訓練の状況などの適合性を確
認の上で審査されます。10 年継続して認定を
受けている事に対し、昨年 11 月に開催されま
した『防火のつどい』において東京消防庁消
防総監表彰状をいただきました。
職員の防火・防災意識も向上しており、今
後とも入居者・利用者の人命安全確保に努め、
取り組みを続けてまいります。

東京都では、栄養指導の実施状況や給食へ
の配慮、栄養管理面の改善状況を審査し、栄
養改善に貢献した特定給食施設に対して表彰
を行っています。新町光陽苑は、開設 6 年目
にして受賞しました。
小池百合子都知事からの感謝状は、北区保

普通食の方も、嚥下機能が低下した方も
目で見て楽しむ行事食！（左下:普通食 右下:ソフト食）

健所 所長より、平成 30 年 12 月 25 日に
いただきました。
今回の受賞は、栄養係だけでなく、開設時
より入所サービス課・通所サービス課と連携
して実施してきた「入居者、利用者主体の食
事サービスへの取り組み」を施設全体として
評価されたことが、とても意義深いと感じて
います。これを機に更なるサービスの向上に
努めてまいります。
新町光陽苑 栄養係長 勝原千世
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食事サービス委員会にて、食事について話し合う様子

３月から 2020 年卒の皆様に向けて活動を始めました。福祉の業界や法人の情報など様々な媒体を
活用して広く発信しています。求人情報は、学校へお届けしています。法人情報は「マイナビ 2020」
に掲載しています。イベントなどにも出展していますので、泉陽会を見つけた
ら、ブースにお越しください。泉陽会の魅力をお話します。
見学会では、施設の雰囲気を見て、感じて、知ってください。
泉陽会は、
利用者の笑顔を自然に引き出せる
笑顔のあなたでいられるような法人です。
職員が安心して働ける
活躍できるきっかけがたくさんある法人です。

【ﾏｲﾅﾋﾞＱＲｺｰﾄﾞ】

泉陽会は、
「働きやすい福祉の職場を宣言」をして

平成 31 年４月１日、新町光陽苑にて入社
式、その後新任研修を実施しました。

います。
「東京都福祉人材情報バンクシステム（ふくむす

新町光陽苑入所サービス課に配属となりま
した小濱介護士より、意気込みを聞きました。
「４年間、大学で学んだ知識と３年次に行った
実習で学んだことを活かしたいです。また、仕
事を通して自分の介護における知識と技術を
磨いていこうと思いますので、どうぞ宜しくお
願いいたします。
」

び）」では、採用、人材育成、仕事の評価や処遇ライ
フ・ワーク・バランス、職場の環境や風土について、
詳細に確認することができます。
求人票や見学などでは、わから
ない詳しい情報を活動にご活用
ください。
【

こはま

小濱

たけし

剛 さん

法政大学卒業

泉陽会の求人等に関するお問い合わせ先 】
【ＨＰ用ＱＲｺｰﾄﾞ】
法人本部 採用担当
メール：saiyou@senyoukai.or.jp

□ホームページをリニューアルしました。
パソコンやスマホからチェック！！
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＊子育て世代、活躍の場＊
1 日のスケジュール
● 6：00 起床
● 7：00 通勤 保育園送り
● 8：10 出勤
●17：30

退勤

●18：15

保育園のお迎え

●18：30

帰宅
家事&子供と遊ぶ

●19：00

入浴・家事

●21：00

就寝

第二光陽苑
地域包括支援センター
センター長 本田 洋子さん

【子どもの人数と年齢は？】
子どもは一人で、今は 1 歳 8 か月です。
【現在の仕事内容について教えてください】
地域包括支援センターのセンター長として、常勤フルタイムで働いています。
【家庭と仕事の両立について思うことは？】
夜泣きして全然寝てくれなかったりすることもあるし、朝保育園に行こうとしても、自転車に乗ってくれない
こともあります。スケジュール管理がとても大切で、常に『次に何をするか』を考え、早め早めの行動を心がけ
ています。そんな慌ただしい日々の中でも、娘の笑顔にはとても癒されています。先輩パパ・ママ職員からの励
ましもあり、大変ですが充実した毎日を送れています。
【職場復帰後の様子はどうでしたか？】
子供は感染症をもらってきたり、体調を崩すこともたびたびです。気を付けていても急なお休みをいただくこ
とも多く、部署の皆さんには助けてもらっています。子の看護休暇も利用させていただき助かっています。
ちょうど 1 年お休みをいただきましたが、長いと思っていたお休み期間はあっという間でした。産後、仕事を
続けていくことに不安もありましたが復帰し戻ってこられる居場所があることは有り難いと感じました。
【育児分担など、どうしていますか？】
夫の職場とも相談しながら、出来るだけお互いの仕事に支障が出ないようにシフトを相談しています。
お休みを分けることで、子どもとの時間をとれるよう工夫しています。家事は少しずつ空いている時間に行って、
お休みの日や夫婦でいる時にはまとめて行っています。
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光陽苑 入所サービス課

新町光陽苑 入所サービス課

吉越 夏美さん

笹原 正人さん

【子どもの年齢は？】
１歳９か月の娘がいます。
【現在の職種、働き方など】
平成 23 年度より特別養護老人ホームの介護士とし
て入職し、現在は育児短時間勤務で働いています。

【子どもの年齢は？】
子供は、10 歳と２才の娘がいます。
【現在の職種、働き方など】
２年前より介護の現場作業全般とケアマネ業務を
兼務しています。ユニットリーダーと相談しながらス
ケジュール調整しているので仕事とプライベートの

【職場復帰後の職場の雰囲気は？】
最初の１か月は、育児短時間勤務という中でできる

両立がしやすいですね。その点は、とても助かってい
ます。

仕事を探しながらもドキドキでとても不安でした。職
場の仲間がとても理解してくれるので、子の看護休暇
なども取得しやすい環境と感じています。

【家庭と仕事の両立について思うことは？】
介護の仕事、特に特養の現場は変則勤務で帰宅時間
がバラバラなため、家族（特に妻）にはとても負担を

【家庭と仕事の両立について思うことは？】
自分自身が風邪をひかないよう体調管理に気をつ
けています。やはり朝はバタバタするので大変です。
特に家庭で役割分担は決めていませんが、夫婦お互

かけてしまっていると思います。
現在は、妻の親と同居をしています。子どもの面倒
をみてもらったりするので、私自身、家庭と仕事の両
立について大変だなと感じた事は特にありません。

いに声をかけながらフォローし合っています。
【育児分担は？】
【同僚への感謝の気持ち】
職場の仲間にはとても感謝しています。戻ってくる

平日のお休みが多いので、その時は次女と朝から外
出して妻にはゆっくり休んでもらう事を心掛けてい

場所を作ってくれていたので辞めず働けています。仕

ます。毎年１回は、長期でお休みをもらって家族旅行

事と育児の両立は大変ですが、私の職場では皆が協力

に行き、家族サービスをしています。

してくれるので安心して働いています。
「仕事と家事は両立できるんだよ。
」と、後輩など
に良き手本に私がなれたらなと思います。

家での役割分担は特に決めていませんが、食事後の
食器洗いやお風呂の掃除などできることは積極的に
協力しています。
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平成 31 年 3 月 17 日（日）に練馬区立関区民ホールでチャ
リティーコンサートが開催されました。
東日本大震災がきっかけで始まったチャリティーコンサート
も 10 回目となりました。今回も多くの方々にお越しいただき、
193,330 円の温かい義援金を頂戴しました。
義援金は、翌日の 18 日（月）に練馬区へお渡し、日本赤十
字社を通して被災した皆様へお届けいたします。ご協力ありが
とうございました。

≪敬省略≫

新町光陽苑

忠内副施設長が永

年勤続 20 年を迎え、全国老人福祉
施設協議会から賞状をいただきま
した。
「今までの経験を糧に今後と
も泉陽会で尽力していきます。
」
と、力強いコメントをいただきま
した。

今年も夏の風物詩である納涼祭を開催します。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
■光 陽 苑 ７月 21 日（日）17 時～19 時
■新町光陽苑 ７月 28 日（日）16 時～19 時
■第二光陽苑 ８月 14 日（日）17 時～19 時

相田幸孝
伊藤 宏
鈴木瞭子
野口株式会社
株式会社はじめ葬祭
陽だまり会

※開催時間等については、変更がある場合がございます。

（五十音順）
※平成 30 年 1１月～平成 3１年３月にご寄付を頂戴
した方を掲載しております。なお、寄付申込時のご希望
により氏名の掲載を控えている方々もおります。また、
秋祭りでも多くのご寄付を頂戴しております。

～ 編 集 後 記 ～
法人広報紙（Ｖｏｌ．10）「春号」の発行にあたり、皆様
からのご協力に感謝しております。ありがとうございました。
5 月に「令和」元年となり、新しい時代が始まります。
「春号」では、現在とこれからの泉陽会を担う若い世代、仕事
と家庭の両立に頑張る職員を紹介しております。
これから福祉の仕事に進もうと考える若い世代の方にも、
ぜひ一読して下さればと願っております。
〈法人広報委員：高橋、上田、本田、小林、板橋、神山、荒井、星〉
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