Vol.7
介
制 護
度 保
改 険
正

2018
≪記事≫
■

（P．１）
・介護保険制度改正について
・東京の介護ってすばらしい！
グランプリ 2017

■

見
感 て
知 じ
る て
介
護

（P．２）

・2019 年卒採用活動について
・新卒採用職員紹介
・合同就職説明会に出展
■〈特集〉スタッフ座談会（P．３、４）
・第 5 弾
「泉陽会の魅力、伝えます！」
■

特
ス 集
座 タ
談 ッ
会 フ

活動報告

法人からの報告
（P．５）
・第 9 回被災者支援
チャリティーコンサート義援金報告
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2018／4／20 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
／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）
◆練馬区立南田中敬老館（練馬区委託事業）

介護保険制度改正について

泉陽会理事長
加藤修一

新年度となり、泉陽会は 29 年目を迎えることとなりまし
【平成 30 年度介護報酬改定の概要】

た。これも皆様方のご支援のおかげでございます。
平成 30 年度は、介護報酬改定の年となります。団塊の

Ⅰ．地域包括ケアシステムの推進

世代が 75 歳以上となる 2025 年に向け、利用者の状態に

○医療・介護の役割分担と連携の一層の推進

応じた適切なサービスが受けられるよう、質が高く効率的

○認知症の人への対応の強化 など

な介護体制の整備と推進が求められることとなりました。介

Ⅱ．自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現

護報酬改正の概要については、右に示すとおりです。

○通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入

また、当法人が受託していた在宅介護支援センターは、

○身体拘束等の適正化の推進 など

練馬区の方針により廃止となりました。地域包括支援セン

Ⅲ．多様な人材の確保と生産性の向上

ターの再編に伴い、練馬区内に地域包括支援センター25

○生活援助の担い手の拡大

か所体制となり、その内の南大泉地域包括支援センタ

○介護ロボットの活用の推進 など

ー、第二光陽苑地域包括支援センターの２ヶ所を当法人

Ⅳ．介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続

が運営してまいります。今年度も引き続き、皆様のご指導ご
鞭撻を賜わりますようお願い致します。

可能性の確保
○通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し など

「東京の介護ってすばらしい！グランプリ」 2017
ランチ部門

優 秀 賞

新町光陽苑

平成 29 年 12 月 2 日(土)、東京都高齢者福祉施設協議会主催の「東京の介護ってすばらしい!」イベントの表
彰式で、ランチ部門の優秀賞をいただきました。普段の食事をベースに彩りを加えました。
審査員の町 亜聖さんをはじめ大学の先生方から、高い評価を得られました。

＜秋 の 彩 り 膳＞
・桜えびと生姜の炊き込みご飯
・かれいのきのこタルタル焼き
・さつま芋の塩バター炒め
・青梗菜と蒸し鶏の黒酢和え
・フルーツ（柿のコンポート）
・味噌汁（油揚げ、豆苗）
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すばらしい
ワン！！

2019 年卒 採用活動について
2019 年卒の広報活動は、すでに始まっています！！

【

今年も皆さんの学校にお邪魔しています。泉陽会の求人票をご覧
ください。また、さまざまな就職説明会に参加しますので、是非
お立ち寄りください。まずは、見学会に参加して、泉陽会の強み、
ご利用者の表情、働く職員の姿を「見て」
、「感じて」ください。

見学会

開催中

】

■５月 10 日（木）午前 10 時～第二光陽苑
■５月 11 日（金）午後 12 時～新町光陽苑
■５月 14 日（月）午前 10 時～第二光陽苑
■５月 15 日（火）午後 12 時～新町光陽苑

皆様のお越しを心よりお待ちしております。
お申し込みは、採用担当までお電話やメール、またはマイナビ

※見学会と同時に法人説明会も行っております。
※予定が合わない方は、ご相談ください。調整の上、随

2019 よりエントリーを！！
次のページには、現場の職員が泉陽会の魅力を発信していま

時開催します。

す。そちらも是非お楽しみください( ^o^)ノ！！

感 謝が生まれ、
共 感 を分かち合い、
細やかなサポートによる 安心
【

問い合わせ先

法人本部
☎

】

感

のことです。

マイナビ 2019 掲載中

採用担当

03（3923）5446

saiyo@senyoukai.or.jp

短期大学を卒業して、今年度、第二光陽苑に配属

東京都福祉人材センターが主催する合同就職説明

となりました。最初は、緊張等で失敗してしまうこ

会に出展します。給与水準など、さまざまな基準を

ともありますが、自分が持っている個性、
「あきらめ

満たした法人が出展しています。この合同就職説明

ずにやる」をモットーに

会を通して過去 10 名以上の職員が就職しました。

これから頑張りたいと思

皆様のご来場をお待ちしております。

います。

【日 時】
平成 30 年 5 月 13 日（日）
13:30～16:00

金沢歩美さん

【会 場】
ベルサール泉
ガーデンギャラリー(六本木)

浦和大学短期学部卒業
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＊ 泉陽会の魅力、伝えます！ ＊
第5弾

進行

照喜名さん

野澤さん

崎浜さん

ルーテル学院大学卒業

西武文理大学卒業

日本社会事業大学卒業

泉陽会で働いている７名の職員に集まってい

同就職説明会は、一定の水準を満たしている

ただきました。入職１年目から８年目の皆さ

法人しかブースにでられないことを知ってい

んから、就職活動をする皆さんに泉陽会の魅

たので、その中の泉陽会に就職することを決

力を話してもらいましょう！

めました。
進行

■泉陽会は、どのように知りましたか？
野澤

崎浜

学して就職先を決めたんですね。

大学内の就職説明会に先輩（卒業生）も来て
いて色々な話が聞けました。ゼミの先生にも

■泉陽会のどんなところに魅力を感じましたか？

泉陽会を紹介してもらいました。

照喜名

応が良かったので泉陽会で働きたいと決意し

先を探している友達からもらったパンフレッ

ました。
持田

ても良かった。他の施設で、もっと条件が良

別府

私は、泉陽会の基本理念にひかれました。

走り回っていたので職場の雰囲気で辞めまし

川口

私も、基本理念にひかれました。ご利用者のこ

た。

とだけではなく、「情熱と信念をもつ職員を必

家から近くが良くて、インターネットとかで、

要とし、職員とその家族が、心にゆとりをもっ

施設を 10 施設位見て選びました。

て安定した生活が営めるよう援助する」とい

私は、合同就職説明会をきっかけに、色々な

合同就職説明会の冊子の中から、家から近い
ところを選びました。介護士のきっかけはな
んとなくだったけど、今は仕事が楽しい。
私も、合同就職説明会で泉陽会を知りました。
あと、ブースの採用担当者の熱意が尋常じゃ
ないくらいだったから（笑）

照喜名
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やかで印象が良かった。
別府

びました。

中原

私も、施設見学した施設の建物内の雰囲気が穏

かったけど、見学に行ったら、職員がみんな

施設を見て、給与水準が高かった泉陽会を選

持田

施設見学での職場の雰囲気や説明会の時の対

私は、就職活動中、西武池袋線沿いで、就職

トの中の１つが泉陽会で、見学で雰囲気がと

川口

皆さん、説明会に参加したり、多くの施設を見

私も、合同就職説明会で知りました。その合

別府さん

中原さん

平成帝京大学卒業

桜美林大学卒業

川口

野澤

中原

武蔵野大学卒業

大妻女子大学卒業

■泉陽会の良いところは何ですか？

感じました。

崎浜

産休に入る職員を気持ちよく送り出し、復職

私は、法人が設立した年と生まれた年が一

してからも、短時間勤務や子の看護休暇を利

緒だったから（笑）あと、泉陽会の大学の

用しても周りの理解が高く、雰囲気がとても

先輩が辞めていなかったから。

良いと感じます。

泉陽会は、福利厚生がちゃんとして、休み

野澤

私は、歴史があり安定している職場で、OJT

がつくられていた。あと、産休育休制度の

私も、事務職をしているけど、同じように感
じます。

持田

制度があり、先輩職員に聞きやすい仕組み

私は、職員間の人間関係がとても良好なとこ
ろが良いと感じます。

照喜名

私も、悩みがあるとき、壁にぶつかったとき

実績があって、男性も制度を利用していて、

に相談できる同僚や上司がいること、そうい

子育ても仕事も両立したかったので泉陽会

う環境があることです。

で働きたいと思った。
進行

川口さん

う職員に対するものがあったことに魅力を

が多いところが魅力と感じました。
崎浜

持田さん

中原

泉陽会は、認知症が重い方でも寛容に受け入

皆さん、泉陽会の基本理念や福利厚生、実

れるところで、それは職員間の関係が良くチ

際、見て感じた職場の雰囲気に魅力を感じ

ームで対応できているからだと思います。

て就職先として、決めていただいたんです
ね。ありがとうございます。

進行

最後に･･･

■就職活動をする皆さんに伝えたいことは？
皆さん

介護は、ネガティブなイメージがあると思い
ますが、実際は楽しくやりがいのある仕事で
す。説明会で話を聞いたり、多くの施設に見
学をして雰囲気を感じて、是非、福祉の世界
に足を踏み入れてみてください。

皆さん！！
一緒に福祉の
職場を楽しみ
ましょう！！
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平成 30 年 3 月 11 日（日）に関区民ホールで、第 9 回被災者支援チャリティーコンサートが開催さ
れました。今年は、このチャリティーコンサートを開催するきっかけとなった東日本大震災が発生した
同じ日となりました。発生から７年、
「あの震災を忘れられない」との思いで開催し続けています。
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、皆様方から 177,832 円の温か
な義援金を頂戴しました。義援金は、練馬区から日本赤十字社を通じて被災された皆様にお送りいたし
ました。ご協力をいただいた皆様には、深く感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。

≪敬省略≫
高橋静江
前田國隆

株式会社はじめ葬祭

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 22 日（日）17 時～19 時
■新町光陽苑 7 月 22 日（日）16 時～19 時
■第二光陽苑 8 月 15 日（日）17 時～19 時

（五十音順）

※開催時間等については、変更がある場合がございます。

※平成 29 年 11 月～平成 30 年 2 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。

～ 編 集 後 記 ～
法人広報紙（Vol.7）
「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。
今年度から心機一転。若い委員の活躍に期待していきます。
「新町光陽苑」高橋・野澤、
「光陽苑」上田・神山、
「第二光陽
苑」本田・板橋、法人本部職員で、次号より活動してまいりま
す。
わかりやすく、読みやすい広報紙づくりを目指します。皆様
のご感想などいただけたら幸いです。

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

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〉
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