Vol.4

2017
≪記事≫
■

平成 29 年度を迎えて

（P．1）

・新年度理事長挨拶
・人事異動に伴う管理職挨拶
■

2018 卒採用に

（P．2）

・2018 卒採用について
・平成 29 年度 法人強化目標
・資格取得支援助成に係る報告
■〈 特集 〉スタッフ座談会（P．3～4）
・第 4 弾
「 伝えます！介護職の魅力
■

」

法人からの報告
（P．5）
・第 8 回被災者支援
チャリティーコンサート義援金報告
・寄附報告
・納涼祭 開催案内
・編集後記

～平成 29 年度新卒採用職員紹介～

法人本部事務員として、ご利用者や職員の皆様を
支えられるよう、笑顔を大切に頑張ります。
宜しくお願いいたします。
法人本部 事務管理担当 大野事務員

2017／4／20 発行
◆光陽苑

1 日でも早く仕事に慣れ、社会貢献ができるよう
一生懸命頑張りますので宜しくお願いいたします。
光陽苑 入所サービス課 川口介護士

◆第二光陽苑
◆新町光陽苑
◆第三光陽苑いずみ

仕事を通して様々なことを学び、早く仕事を覚え
ていくことができるよう頑張りますので、どうぞ
宜しくお願いいたします。
第二光陽苑 入所サービス課 渡辺介護士

◆上荻ふれあいの家
◆練馬区立はつらつセンター関
／区民ホール（練馬区指定管理）
◆練馬区立石神井台敬老館（練馬区委託事業）

わからないことが多く不安もありますが、一生懸
命頑張ります。どうぞ宜しくお願いいたします。
第二光陽苑 入所サービス課 猪瀬介護士

◆練馬区立南田中敬老館（練馬区委託事業）

＊ 平成 29 年度を迎えて ＊
社会福祉法人泉陽会 理事長

新年度を迎えるにあたり、まずもって皆様方のご
支援のおかげで、泉陽会は 28 年目のスタートを切
ることができました。
社会福祉法人制度改革により、すべての社会福
祉法人には、地域における公益的な取組を実施
する責務を担うことになりました。社会環境が大きく
変化し、福祉ニーズが多様化、複雑化する中で、
既存の制度では十分対応できないものに対する支
援が必要になります。
また、各法人で行うことも必要ですが、地域にお
いて、種別を超えて、社会福祉法人のネットワーク
が広がりつつあります。泉陽会の各事業所も練馬
区

加藤 修一

区、北区等の社会福祉法人ネットワークに積極的
に参加し、それぞれの地域にある課題を見つけ出
し、どのようなニーズがあるのか、どのような連携が
構築できるのか、大きく動き出しています。
また、広域的な活動としては、東京都地域公益
活動推進協議会に参加し、市区町村を超えた連
携にも協力していきます。
これからも地域のために貢献できる法人を目指
して邁進いたします。
最後に、平成 29 年度を迎えるにあたり、人事異
動がございます。引き続き、皆様のご指導ご鞭撻を
賜りますようお願いいたします。

＊ 人事異動に伴う管理職挨拶 ＊
新町光陽苑 副施設長 忠内 信太郎
４月 1 日付で、新町光陽苑の副施設長に
就任いたしました。課題は多く、私自身微
力ではありますが、新町光陽苑全体の事
を考え、施設長はじめスタッフと力を合わ
せ、地域に根ざした施設作りに努めてまい
ります。皆様どうぞ宜しくお願いいたします。

上荻ふれあいの家 所長 平本 穣
この度「上荻ふれあいの家 所長」という大
役を仰せつかりました、平本穣と申します。
微力ではございますが、皆様のお役に立
てるよう『誠心誠意』励んでまいります。
杉並区の皆様に泉陽会の想いをお届けい
たします。どうぞ宜しくお願いいたします。
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第三光陽苑いずみ ホーム長 宮原 浩二
上荻ふれあいの家で平成 18 年 4 月より、
11 年間働かせていただきました。これから
は、歴代のホーム長が築き上げた信頼を
崩さぬように、また、地域に根ざした温かい
施設であるように、精一杯務めさせていた
だきます。今後とも皆様のご指導、ご鞭
撻、宜しくお願いいたします。

新町光陽苑 入所サービス課 課長 川口 貴之
新町光陽苑への人事異動を命ぜられた
時、まだ開設前の真新しい施設内を見学
し、ものすごくワクワクしたあの時の気持ち
を思い出しました。皆様のお役に立てるよう
に力を尽くす所存です。
皆様どうぞ宜しくお願いいたします。

＊ 2018 卒 採用について ＊

2018 年 3 月卒業する皆様へ

【 開催日

採用に係わる広報活動がすでに始まり、皆さんも数多くの企
業・法人に足を運ばれていることと思います。
泉陽会でも右記のとおり、見学会を開催しています。
私たちは、泉陽会と皆さんの“想い”が繋がる場でありたいと
考えています。これからの泉陽会、そして福祉を支える「若き皆
さん」と一人でも多くお会いしたいと考えています。

】

●4 月 24 日（月）

午前 10 時～

第二光陽苑

●4 月 27 日（木）

午前 10 時～

新町光陽苑

●5 月 11 日（木）

午前 10 時～

第二光陽苑

●5 月 12 日（金）

午前 10 時～

新町光陽苑

●5 月 22 日（月）

午後 12 時～

新町光陽苑

●5 月 26 日（金）

午前 10 時～

第二光陽苑

直接施設にお越しいただき、泉陽会の強み、ご利用者の表情、
働く職員の姿などをぜひ「見て」「感じ取って」ください！
当日は、介護職として活躍する若手職員とともに、泉陽会や介
護職の魅力を存分に伝える他、皆さんの質問にもお答えいたしま
す。皆さんのお越しを心よりお待ちしています！
お申し込みは、担当までお電話、又はリクナビ 2018 より
エントリーください。
【

問い合わせ先

法人本部
☎

】

採用担当

リクナビ 2018 掲載中
右記 QR コードご利用ください。

03（3923）5446

今年度泉陽会強化目標は、以下に決定いたしました。
職員一丸となり、強化目標を遂行してまいります。

～ 平成 29 年度 泉陽会強化目標 ～

一、声にする「基本理念」
一、心に届ける「笑顔挨拶」

平成 28 年度資格試験合格者は、以下のとおりです。

★介護福祉士 8 名
★介護支援専門員 2 名
※上記合格者には、助成制度を使用していない者も含みます。

これまでも「資格取得支援助成制度」を活用し、多くの
職員が資格取得をしています。平成 28 年度は介護福祉
士の資格取得ルートが変更となり、「実務者研修」もこの
制度の対象としていますが、見事に仕事と学習を両立さ
せて 8 名の職員が合格しました。
今後も職員の資質・能力向上と自己啓発意欲の支援
を目的に、泉陽会職員を支える制度であり続けます。
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＊ 伝えます！介護職の魅力

＊

第4弾

★ 介護職を選んだきっかけ・理由 ★
阿部：皆さんまずはじめに。去年のクリスマスに息子が誕生
しました！（一同拍手「おめでとう！」
）ありがとう！
私が介護職を選んだきっかけですが、僕は、母親が介護
士をしていて。小学校 1 年の時祖父の介護もしている

光 陽 苑

第二光陽苑

入所サービス課
上野介護士
平成 24 年度入職

入所サービス課
持田介護士
平成 27 年度入職

持田：今この仕事を続けていて楽しいな、この職業を選んで
良かったなと思っています。

★ 介護職の魅力・やりがい ★
阿部：実際働いていて、仕事だから疲れることや嫌なことも

姿を見ていて、将来親が倒れたら助けたい、手に職をと

ある。でも、ご利用者やご家族から「ありがとう。
」と

いう思いもあり福祉系の学校に行った経緯があります。

か「嬉しいわ。
」なんて言っていただくと、徳を得る感
覚っていうのかな。学生の時は遊んでばかりで、その頃

上野：私は単純にお年寄りというか人と関わることが好きで

の生活と今は真逆なので、自分を清算している感じがあ

高校の時に先生から介護の仕事を勧められました。

り、続いている気がします。友達にも「阿部が介護士に

この時祖母が入退院をくり返していて、介護が必要にな

なるなんて。
」といまだに言われるんです（笑）
。

たんです。もし自分が手助けできたらいいなと思って、
この道に進みました。私の後に高校の後輩が二代続い
ているんですよ。嬉しいですよね。

佐藤：介護の仕事って 3K とか言われますよね。確かにどん
な仕事でも辛いこととかありますし。私は職場に行って
毎回ご利用者から学ぶことがある、常に変化があるし、

佐藤：私は小学校 4 年の時、母親がやはり介護職をしてい

刺激がある。それが魅力かなと思いますね。

て、いつもお手伝いで施設に行っていたんです。母も
「この子は将来介護士になるんじゃないか。
」って直感

一條：私は色々やりたいこと、好きなこといっぱいあるけど、

で感じていたらしいです。小規模多機能施設でボランテ

例えば美容師とかいいなと思う時期もありました。

ィアから入り、職員になり。その後いったん違う仕事も

でも、介護士になって良かった、こんなにやりがいのあ

したんですが、やりがいや充実感がなかった。体を動か

る仕事はないな、頑張って良かったなって思います。

す事、色々な人との関わり合いが好きで、自然に福祉の
仕事に戻りましたね。今は楽しみながら働いています。
一條：最初のきっかけは、母と姉が介護士をしていて、福祉
全般に興味があり。福祉の勉強ができる高校を選び、
手話や点字なども学びました。私はお年寄りが好きで、
高齢者福祉の分野に進みました。高校の時、初任者研
修も取りまして、ちょうど新町光陽苑で働いてちょう
ど 1 年が経とうとしています。
持田：私は福祉とは無縁の家庭で育ちました。兄が公務員、
姉が銀行員という仕事をしていたので、何か違うジャ
ンルの仕事をしてみたかったんです。小さい時からお
年寄りには好かれていたんですが、なんとなく社会福
祉学科のある大学に入学して、将来を考えた時に、勉
強した事を活かそうと思い、介護士になりました。
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阿部：すごいね、十代で！偉いと思うよ。
上野：今年 24 歳です！私もまだ若いですよ。
持田：私も 25 歳です。
佐藤：みんなの若さやギャップがいいですね！

～

私たちの声を届けたい！

～

新町光陽苑

第三光陽苑いずみ

上荻ふれあいの家

入所サービス課
一條介護士
平成 28 年度入職

グループホーム
阿部介護士
平成 23 年度入職

通所サービス課
佐藤介護士
平成 24 年度入職

★ 泉陽会の魅力 ★
阿部：施設長や上司との距離が近いってことですかね。アッ
トホームな雰囲気や要望なども話しやすいですね。
持田：私も上司とのコミュニケーションが取りやすいって感
じます。仕事の悩みなど受け止めてくださり、壁がない
と感じます。素の自分で働くことができるし、チームと
して仲間で協力し合うので、とても働きやすいですね。
上野：お仕事で大変なこともあるけれど、乗り越えていける
のは、働く仲間、職員の人間関係がいい！って思います。
みんな泉陽会の仲間。終始笑顔があふれます！
佐藤：働いている時間を忘れるくらい居心地が良いですね。
上野：例えば私が体験したのは、夜勤中に女性ご利用者が
お部屋から出てきて私の隣りに座られたんです。会話
しているうちにカバンの中から花札を出して、
「教えて

アットホームだなって感じますし、所長などが職員を気
にかけてくれて「ありがたいな」って思います。
一條：新町光陽苑はユニット型特養ですが、私はユニット間

あげるから一緒にやろう？」と。それが強くて強くて。

での取り組みを聞くと勉強になりますね。他のユニット

勝ち方を教えてもらってすごい楽しくて、
「よしっ！

の楽しい話を聞くと心が温かくなります。それは、泉陽

残りの夜勤頑張ろう！」と思えて。嬉しかったです。

会だったり施設の雰囲気が良いからだと思いますね。

佐藤：私は前の職場では高齢者との会話に苦手意識もあり

阿部：色々な施設や事業を運営しているのは大きいですね。

ましたが、ご利用者から色々話しかけて下さり、苦手意

人事異動をして初めは不安でしたが、今になってみれば

識を吹き飛ばしてくれました。この仕事の楽しさを教え

良かったなと思います。自分が成長できる機会にもなる

て下さったんです。ご利用者と一緒笑い合ったり、今ま

し、多くのことを学べるのは泉陽会の良さの一つです

でできなかった事ができるようになった姿を見ると、や

ね。異動すると、考えや視野が広がりますね！

りがいや充実感が得られます。
あと、社会福祉士やケアマネジャーなどの資格があり、
福祉といっても色々な分野があるので可能性が広がる
のもいいなと思うし、ぜひ色々な人に伝えたいですね。

持田：私は東京都福祉人材センターが実施している「ネット
ワーク事業」で泉陽会に入職しました。だから安心感も
ありましたね。最後は泉陽会に決めて良かったです。
阿部：実は私もそうです！ネットワーク事業に参加できる法

持田：他の仕事のようにノルマがないというか、自分がご利

人は、多くの要件をクリアしているので安心でした。

用者のためにコツコツ仕事をすると認めてもらえるこ
とですかね。勿論チームケアではあるけれど、ご利用者
の笑顔や感謝の言葉にやはり達成感ややりがいを感じ
ます。本当に尊い仕事だなって思いますね。

上野：もっとたくさんの人に泉陽会を知ってほしいですし、
一緒に働く仲間や介護職がもっと増えるといいですね。
全員：介護職って本当に素晴らしいですよ！
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平成 29 年 3 月 12 日（日）に関区民ホールで、第８回被災者支援チャリティーコンサートを開催し
ました。平成 23 年 3 月 11 日におきた東日本大震災の復興と被災者の支援を目的に開催してきたチャ
リティーコンサートでした。しかしながら昨年は、熊本地震など多くの有事がありました。そこで、今
回の第８回目より幅広く被災された皆様を支援していくことを目的に「被災者支援チャリティーコンサ
ート」と名称を変更しました。
今年も株式会社リムインターナショナルの皆様にご協力をいただき、多くの皆様方から１７８,１１１
円の温かな義援金を頂戴いたしました。義援金は、練馬区を通じて８９,０５６円を東日本大震災で被災
された皆様に、89,055 円を熊本地震で
被災された皆様にお送りしました。
ご協力いただきました皆様には、深く
お礼を申し上げます。ありがとうござい
ました。

泉陽会が運営する各施設の『 納涼祭 』日時が決定
しました。皆様のご来苑心よりお待ちしております。

≪敬省略≫
相川和夫
道野真己

高橋静江
株式会社はじめ葬祭
（五十音順）

※平成 28 年 11 月～平成 29 年 2 月にご寄附を頂戴し

●光 陽 苑 7 月 23 日（日）17 時～19 時
●新町光陽苑 7 月 30 日（日）16 時～19 時
●第二光陽苑 ８月 16 日（日）18 時～20 時
※開催時間等については、変更がある場合がございます。

た方を掲載しております。なお、寄附申込時のご希望
により氏名の掲載を控えている方々もおります。

～ 編 集 後 記 ～
法人紙（Vol．4）
「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。

＜発行責任＞
社会福祉法人 泉陽会
東京都練馬区西大泉 5-21-2
☎ ０３－３９２３－５２６４

今年度も法人広報委員は変わらず、新町光陽苑【高橋】
、
光陽苑【上田】
、第二光陽苑【本田】
、法人本部【小林・神山】

★ホームページもご覧ください★
http://www.timelyhit.ne.jp/senyoukai/

にて、様々な情報を皆様に発信してまいります。
「わかりやすく・読みやすい広報誌」を今後も目指してまい
ります。皆様のご感想などお聞かせいただけたら幸いです。
〈法人広報委員会：高橋、上田、本田、小林、神山〉

この広報紙は、ウチダ印刷株式会社様に
依頼し作成しております。
☎ ０４２-４６１-６９０２

５
＜法人広報委員：高橋、上田、本田、小林、神山＞

