新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。

2018

２０１８年、新春をまた皆様とともに迎えられることをとても嬉
しく思っております。
さて、本年は介護報酬、診療報酬のダブル改定の年となり
ます。厚生労働省の介護事業経営実態調査においても特養

≪記事≫

の収支差率は８．７％（平成２６年度調査）から１．６％と急降

■

百歳以上、ご長寿万歳

下いたしました。東京１級地では０．３％です。今回は是が非
でもプラス改定をお願いしたいと思います。

理事長新年挨拶

■

また皆様には、本年も泉陽会の各事業にご理解とご協

新成人の抱負

（P．1）

職員互助会企画

力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

■

社会福祉法人泉陽会

活動報告

（P．2）

・アクティブ福祉 in 東京´1７
・地域交流の輪

理事長 加藤 修一
■

法人からの報告・編集後記（P．3）
・自衛消防訓練審査会など
・寄附報告
・永年勤続表彰
・第９回被災者支援チャリティーコンサート
・編集後記

岡本 きみ 様 104 歳

原 美喜子 様 104 歳

黒田 文子 様 103 歳

田沼 たけ

様 103 歳

山田 笑子 様 101 歳

肥田 君江

様 102 歳

◆光陽苑

平林シヅヱ 様 101 歳

２階入居者

様 101 歳

◆第二光陽苑

2018／1／1 発行

◆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
／区民ホール（指定管理者）
◆練馬区立石神井台敬老館（運営業務委託）
◆練馬区立南田中敬老館（運営業務委託）

太田はる枝 様 103 歳
井上 裕子

様 101 歳

平成 30 年１月１日 現在

＊ 新成人の抱負 ＊
■介護の仕事を選んだ理由
母、姉が介護福祉士で、仕事の話を聞くうちに福祉全般に興味を持ち、
福祉学科がある高校に入学しました。福祉の勉強をしていると、
「人と関
わることが好き。福祉の仕事に就きたい。
」と思いました。高齢者分野を
選んだのは、「おばあちゃん子」で、お年寄りが好きだからです。
■介護の仕事の魅力
入居者との関わりが好きで、お話をしていて元気をもらえることがたく
さんあります。仕事の悩みやプライベートの話など、人生の大先輩から
のアドバイスに勇気をいただき、自分の中の価値観が少し変わってきま
した。
■今、楽しみにしていること
友達と出かけたり話をすることが一番の気分転換です。20 歳になって
お酒を飲めるようになって･･･、これもご褒美になっています。友達、家
族と出かけたり、お酒を飲みながら色々な話をしたり、大好きな人（今
市隆二さん）のライブに行くことです。
■新成人の抱負
仕事面では、社会に出てから２年になり、落ち着いてきたため、今まで
自分からできなかったこと（レク等）をしていきたいです。プライベー
トでは、今まで遊んでばかりだったので、自立し、親孝行したいです。

新町光陽苑 入所サービス課で
勤務する 一條柚木さん

そして、今まで通り息抜きしながら、身体をしっかり休めたいです。

＊ 職員互助会企画 ＊
職員相互の親睦と福利厚生を目的に、親睦会や旅
行を企画しています。職員からさまざまな企画があ
がります。普段では味わえない食事、歴史を楽しみ
ながらの休日、遠出して宿泊などの企画があります。
一般企業では、休日に慰安旅行として社員が大勢
で旅行に行きますが、少人数でも親睦会や旅行が実
（右写真） ６月実施
（左写真）１１月実施
（その他） １月実施
１０月実施
（予 定） １月予定
１月予定
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「ホタルの夕べ☆ディナービュッフェ」
「ゴルフコンペ」
「関西旅行！！」
「日光東照宮参拝と陽明門を見に行こう！」
「全席指定のレストラン列車 ５２の至福」
「北茨城旅行！！」
など

施できます。そのため機動力は抜群で、色々な体験
が可能です。仕事のことは忘れて、身近な同僚や他
の事業所、部署の職員と、より親密な親睦が図れま
す。次は、どんな企画が出てくるか楽しみです。

＊ 活動報告 ＊
《 アクティブ福祉ｉｎ東京´1７ 》
平成 2９年 9 月 27 日（水）於：京王プラザホテル

東京の高齢者施設が日頃の成果を発表する第 12 回高齢者福祉
実践・研究大会に参加しました。泉陽会からは、認知症ケアの部門
に光陽苑から末岡さん、新町光陽苑から小髙さん（内容「美容福祉
師による化粧療法を導入した効果と今後の課題」
）が発表しました。
約 1,300 人（学生と都民 600 人を含む）の方々に、高齢者施
設での取組みを知っていただき、私たち職員も他の施設の取組みを
泉陽会で行ってみたいとの意識をもって参加しました。
昨年の第 11 回大会の崎浜さんに続き、今回の大会では、末岡さ
んが認知症ケアの部門で奨励賞を受賞し、泉陽会のサービスの質に
高い評価をいただくことができました。

光陽苑デイサービスセンター 末岡申次さん【右写真】
奨励賞（アクティブ福祉 in 東京実行委員長賞） 受賞
「書くことより、もたらされる認知症利用者の変化と効果」

《 地域交流の輪！！ 》
■ねりあるきラリー
区内の福祉施設で、施設を利用する方やスタッフなどと交流し、地
域での相互理解を推進するため、練馬区独立 70 周年記念事業のスタ
ンプラリーに参画しました。光陽苑、第二光陽苑ともブースを開き、
多くのお子さんや地域住民の方々に来苑いただきました。

練馬区ねりあるきラリー
■つながれ ひろがれ ちいきの輪
地域で「支える・支えあう」ことに取り組む法人として、東京の高
齢者福祉施設による、地域によりそうキャンペーンに参画しました。
光陽苑では、ボランティア団体による「陽だまり喫茶」、第二光陽苑
では、地域交流の場として「秋祭り」、新町光陽苑では、地元町会自
治会、地元消防署との「合同防災訓練」を実施しました。福祉や介護
サービスが必要な高齢者だけでなく、地域で暮らす住民のお役に立ち
たいとの思いで、イベントや交流会をこれからも開催していきます。

つながれ ひろがれ ちいきの輪
2

今年も、管轄消防署等が主催する自衛消防訓練審査会に、7 月に新町
光陽苑（北区）
、10 月に光陽苑・第二光陽苑（練馬区）が出場しました。
10 月の審査会では、あいにく小雨の降る天候の中ではありましたが、
第二光陽苑が見事に【優勝】を飾りました。昨年は準優勝、あととしは優
勝という 3 年連続の快挙に、職員やご利用者から「おめでとう！」の声を
たくさんいただきました。
これからも、防災訓練や審査会を通じて、避難誘導・初期消火・通報・
応急救護の大切さを認識しながら働いてまいります。
光 陽 苑：室井さん・和久井さん
第二光陽苑：壬生さん・猪瀬さん
新町光陽苑：山田(理)さん・田畑さん・丸山さん

9 月 7・8 日、関東ブロック老人

≪敬省略≫
岩永淳子
陽だまり会

株式会社はじめ葬祭

福祉施設研究総会（新潟大会）で、
新町光陽苑の忠内副施設長が永年勤

（五十音順）
※平成 29 年 7 月～平成 2９年１１月にご寄附を頂
戴し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。また、納涼祭、秋祭りでも多くのご寄附
を頂戴しております。

続(15 年)感謝状の表彰を受けました。
～忠内副施設長から一言～
このたび、全国老施協より永年勤続感謝状をいただき光
栄です。今までの経験を糧に、これからも法人・地域の
福祉向上、発展のために積極的に邁進してまいります。
ありがとうございました。
日時
場所
演奏

平成 30 年３月 11 日（日）14:00～15:30
関 区 民 ホ ー ル ※時間等変更する場合がございます。
株式会社リム・インターナショナル

～ 編 集 後 記 ～
法人広報紙（Vol.6）
「新春号」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

あらためまして、新年あけましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い申し上げます。

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

今年は制度改定の年です。皆様のお役に立てる情
報をこの広報紙から発信したいと思っております。
是非ご一読いただき、ご指導の程お願いいたします。

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

＜法人広報委員会：高橋、上田、本田、小林、神山＞

３

