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おめでとうございます
朝陽ケ丘荘の利用者　卜部　音吉　様が

平成21年６月３日に100歳の誕生日を迎えられました。
翌日には、庵逧佐用町長とご家族の娘さんご夫妻が

お祝いに来荘されました。

ごあいさつ
朝陽ケ丘荘　所長　黒﨑　治

　梅雨を通り越して、猛暑が閑静な山間の当地にも寄せてきました。
　朝陽ケ丘荘では、５月～６月を県下の新型インフルエンザの発生状況を気にしながら
も、通常通りのサービス提供に努めてまいりました。この間、ボランティアの方や、実習
関係の皆様にはお断り等ご迷惑をおかけ致しましたこと、誠に申し訳なくお詫び申し上げ
ます。
　また、今年度は、介護保険制度の改定から始まり、利用者様やご家族の皆様には、いろ
いろとお手数をかけまた、ご協力を賜りまして本当に感謝を致しております。
　今後も“利用者本位のサービスの提供”を常に心掛け、「利用者様や地域から信頼され
選ばれる施設」を目指して事業を推進して参りますので、どうかよろしくお願い致しま
す。
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よろしくお願いします
４月１日以降、異動や採用で新に朝陽ケ丘荘の一員になった
職員を紹介します。

 　①：血液型　②：抱負　③：わたしのこだわり

 宮脇　康司　総務課　総務課長補佐
　 ①　Ａ型
　 ②　朝陽ケ丘荘の職員として早く新
　　 しい環境になれ頑張っていきたい
　 ③  料理にちょっとしたこだわりが…。

長尾　健　総務課長
　①　Ａ型
　②　日々前進！新しい知識や技術を
　　習得したい

　③　コンプライアンス

大原　佑太　ほたるの郷　支援員
　 ①　Ｂ型
　 ②　出会う人すべての笑顔をみる
　 ③　何事にも最後まであきらめず

       やりぬく

吉田　かおり　看護師
  ①　Ｂ型
  ②　利用者様に少しでも楽しく、元気
　 で過ごしてもらえる様に頑張りたい
  ③　こだわりがありません、何でも
　　来い！

別府　渚　みかづきの郷　支援員
　①　Ａ型
　②　気持ちでは誰にも負けないような
　　介護士になりたい
　③　家で、髪が落ちていたらすぐに
　　　拾って捨てること

高見　愛　あさぎりの郷　支援員
  ①　Ａ型
  ②　信頼していただける職員を目指して
　　笑顔を忘れず頑張りたい
  ③　食べること・寝ること、
　　どこでも寝られます

中野　清美　あさぎりの郷　介護職員
　　①　Ａ型
　　②　資格修得
　　③　一度決めたことはあきらめない
　

安本　栄太郎　ほたるの郷　支援員
　①　Ａ型
　②　新たな気持ちで「再スタート」を
　　きりたい
　③　自転車に乗る
　　　フットサルメンバー募集中です

栃岡　信子　あさぎりの郷　介護補助員
　①　Ａ型
　②　介護経験もありませんが、先輩の支援者
　　の人達を見習って、利用者さんの笑顔が
　　 みられるよう頑張りたい
　③  利用者さんを自分の親だと思いお世話したい

坂本　英子　認知症デイサービス　介護補助職員
　 ①　Ｏ型
　 ②　自分自身に置き換えて考えながら
       仕事をしていきたい
　 ③　一日一日を大切に

白籏　裕子　認知症デイサービス　介護補助員
 ①　Ｏ型
 ②　心身共に余裕をもって、仕事ができる
　ようになりたい
 ③　どんなに忙しくても、家族全員で１日
　の出来事の話しをする
　

福盛　恵美　ひまわりの郷　介護補助員
　①　Ｏ型
　②　日々勉強！だと思い頑張りたい
　③　新作の映画を家で鑑賞することが
　　楽しみの一つです
　

　　　　　新たな職場で頑張ってください
　　　　 塩田　晴久（小野福祉工場）　　　　 岩佐　良幸 （総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
　　　　  岸波　敬子（赤穂精華園）　　　　　 木立 真由美（事務局 事業課）
　　　　  嶋田　 豊  （赤穂精華園）　　　　　 山森　和也 （西播磨総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ西播磨病院）
　　　　  黒坂　 勝  （ことぶき苑）
　　　お疲れ様でした
　　　　井上　増子 （認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　介護補助員）　　山本 トミコ（認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　機能訓練指導
員）
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（１）ユニットケアの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ① 拡 ユニットケア推進に係る目標設定の実施

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　　専門スーパーバイザーによる研修への参加

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④　　ユニットケア全国セミナー等への参加

（２）個別支援の実践・定着　　　　　 　　　　　　　　　　　　　①　　ケアプラン策定の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　②    ケアカンファレンスの充実

（３）「あったかサポート」サービス 　  　　　　　　　　　　　　① 拡 サービス評価事業に係る計画策定

    　評価事業　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　②　  自己評価の実施

（４）健康管理の充実　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　①    健康管理の充実

（５）福祉サービスに関する苦情解決　　　　 　　　　　　　　　　①    利用者の権利を擁護する環境づくり

 　　　事業の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 新 苦情等対応事例集・対応マニュアル等の作成

（６）人権擁護の推進　　　　　                                 ①　　身体拘束ゼロ作戦への取り組み

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②    高齢者虐待防止の推進

（７）介護サービス情報の公表の推進　　                         ①    介護サービス情報の公表の推進

（８）サービス評価事業の実施　　　　　                         ①　　サービス評価事業の実施

（９）家族会との連携強化　　　　                               ①　　家族会等との連携強化

（10）専門職種連絡会の実施　　                                 ①    栄養士連絡会

                                                               ④    サービス管理責任者等連絡会

（11）専門スーパーバイザー等による　　                         ①    個別支援研修

 　　　指導研修事業の実施　　　　                              ②    看護業務研修

（12）障害者の就労支援強化　　                                 ①    赤穂精華園との連携による就労支援の推進

（１）多様な福祉機能を持つ地域福祉の      　　　　　　　　　　 ①　  認知症デイサービス事業の強化

 　　構築　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　居宅介護支援事業の実施

（１）個性と魅力ある施設の実現　　　　　      　　　　　　　　 ①　　各種セラピストの派遣受け入れ

                                                               ②    講師の派遣

５経営基盤の安定・強化

                                                               ⑤　　委託契約等を見直し、一層の経費節減に努める

（３）研究成果等の発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①　　職員研究等の発表会への参加

                                                               ②    実践・研究紀要への投稿

（１）経営基盤の安定化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①　  待機利用者の利用促進等による、本体＋ショートステイ

（２）経営会議への参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稼働率９８㌫以上を目指す

 　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　ショートステイの受け入れ体制の充実

（３）施設運営協議会の活用　　　　　　　　　　　　　　 　　　　③　　認知症デイサービス事業の稼働率９０㌫を目指す

                                                               ④　　朝陽ケ丘荘居宅介護支援事業所利用契約者を３０名

                                                                     確保する

                                                               ③ 　 全事協実務研究論文等への応募

                                                                     ○事業団アカデミーへの参加支援

                                                               ③    ケアマネジャー連絡会

　　　    　　                                             　　③　　専門性研修の実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新 ○介護福祉士資格取得への支援

                                                                  新 ○介護福祉士実習指導者講習会の受講

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○その他自己研鑽への支援

（１）人材育成基本方針の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①　　人材育成基本的方向等による事業推進

                                                               ②    職員研修推進体制の整備等

（２）積極的なＯＪＴ及びＳＤＳによる　　　　　　　　　　　　　 ①　　OJTの推進

                                                               ④　　自己研鑽（SDS)への支援

                                                               ②    看護師連絡会

                                                                                                       　　               　○研修・実習生の積極的な受入

                                                                                            　   　　 　         　新  ○地元佐用高校との連携による福祉教育の推進

３福祉と医療の連携による事業推進
                                                                  新 ○地域にオープン化した研修実施

　　「人材を人財に」                                 　　　　  ②　　組織性研修の実施

　　　　～自律への新たな出発～

 　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　            　②　　個性ある暮らしづくりを実践

１　利用者本位のサービスの提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４人材育成と働きがいのある施設づくり 

特別養護老人ホーム　朝陽ケ丘荘

２　地域で支え合う仕組みづくり

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ 新 地域貢献事業の推進

                                                               ③ 拡 認知症地域ケアの実践

平成2１年度の取り組みは下記の



あさぎりの郷
　今年のテーマは、“参加してみよう”
です。外出支援、音楽療法、園芸療法、
には、多くの利用者様に参加して頂きた
いと思います。
　また、今年度はユニットでおやつ作り
や食事作りも盛んに行っていく予定で
す。
　季節にちなんだものやリクエストの多
いメニューなど楽しみながら参加して頂
けるようにしたいです。

みかづきの郷
　みかづきの郷では、利用者様に生き生き
とした毎日を過ごして頂くために、お一人
お一人の“○○がしたい”が実現できるよ
う支援しています。
　今年度は、利用者様にお米を研いでもら
い、昼食の米飯をユニットで炊くユニット
炊飯、稲作り、じゃが芋等、土いじりや水
やり、収穫することで物を育てる楽しみと
季節が感じられる園芸療法への参加、脳を
活性化させるドリルをして頂いています。
　一度で終わる体験ではなく毎日行い、生
活の一部になり、家での生活により近くな
るような支援を行っています。

医務だより
　医務室は医療スタッフが連携して利用者様
の口腔機能が衰えないようケアをおこなって
います。
「おいしくお口から食べること」を基本に歯
科医師・言語聴覚士・医務室看護師・管理栄
養士・支援員等と協力して摂食嚥下障害看護
や口腔ケアをおこない口腔機能面での維持が
図れるよう支援しています。
　今後も利用者様の「食べたい気持ち」に応
えられるよう医務室スタッフは努力していき
たいと考えています。

音楽療法

平福さくらまつり
　名物：大名行列

園芸療法：じゃが芋の植え付け

ユニット炊飯脳活性化！！

歯科医師による
　　 訪問指導

言語聴覚士による
嚥下評価

ユニットリーダー

　　　遠藤

ユニットリーダー
　　　谷口



　今年度の利用者様に喜ばれる食事の取り組みとし
て、“選択メニューの開始”､“リクエストメニューの
充実”を行っています。選択メニューは、主菜食を二
品から、一品選んで頂き、提供しています。選んで頂
く時、写真を見て選んで頂いています。リクエストメ
ニューは、昨年度までは、巻きずしや稲荷ずし等、利
用者様の記憶に頼っていましたが、リクエスト用紙に
写真をつけることで、お花見弁当風の献立やたらの芽
の天ぷら等、今までにない献立を提供しています。
　平成21年５月１日より“栄養ケア計画書”の用紙の
向きを横から縦に変更しています。引き続き不明な点
がございましたらお知らせ下さい。

～栄養士より～ ☆選択メニュー☆
穴子丼？それとも海鮮丼？

☆リクエストメニュー☆
お花見弁当風

リクエスト用紙

きざみ食

ソフト食

ひまわりの郷

ほたるの郷

　ひまわりの郷では、引き続き
ユニットケアに取り組んでいま
す。
　今年は外出支援に力をいれて
いきたいと思っています。利用
者様のニーズを聞き取り、ご家
族の協力を得ながら、「必要な
ものがあったら自分で買いに行
く。」という、普通の事を実現
できる手助けができたらいいな
と考えています。

ユニット調理でおやつ作り

外出支援でお買い物 久々の我が家

　ほたるの郷では、利用者様が楽しんで
張りのある生活が送れるような支援をし
ております。外出支援では、それぞれの
希望する買い物へ出かけたり、髪を染め
に行ったりしています。また、季節を感
じられるところや、行事に参加したりし
ています。
　昼食やおやつを毎月２回ずつユニット
調理で行っています。利用者様の希望と
これまでの経験を活かして、お好み焼
き、鍋料理、ホットケーキやぜんざい等
を作っています。今年度から梅酒、切り
り干し大根など保存食作りを行い、活動
の場を広げています。

ユニット調理

美容室へ お買い物中

　ユニットリーダー

　　　　青石

　ユニットリーダー

　　　　中井



　

 

絶品

ボランティア活動
いつもありがとうございます

ひのきしんボランティア
　報恩感謝の気持ちに基づいた活動で佐用町内の天理教
の方が毎月29日に利用者様の車いす清掃をはじめ施設外
周の掃除など幅広く活動して頂いています。毎年４月29
日は、「全教一斉ひのきしん」で施設にも100名以上の
方々が奉仕作業に来て頂いています。

喫茶“千鳥”ボランティア
　佐用町内の喫茶ボランティアグループ６グループ
が交代で毎月２回来て頂いています。毎回10名ほど
の方が、美味しい飲み物を作って下さり、利用者様
に暖かい言葉と共に楽しいひとときを過ごして頂い
ています。

朗読ボランティア
　佐用町の朗読ボランティアの方が毎月第３金曜日に
訪問されます。本の朗読以外にも紙芝居や歌を歌った
りお手玉をしたり内容も盛りだくさんです。利用者の
皆様に楽しんで頂けるよう、各ユニットに分かれて催
しています。

※写真の掲載についてはご本人、ご家族様の承諾を得ております。

嘱託職員（若干名）
■　介護業務（食事介助、排泄介助、入浴介助等）
　【資格・条件】　経験者優遇
　 【 給  与  等 】　給料169,600円（４大卒）各種手当支給
　 【勤 務 時 間】　週40時間（変則勤務）夜勤有り
　 【福 利 厚 生】   雇用保険、厚生年金保険、健康保険加入

■　夜間介護業務補助（食事介助、排泄介助等）
   【資格・条件】　経験不問
　【 給  与  等 】　１回13,250円　　通勤手当支給
　【勤 務 時 間】　午後５時15分～午前９時（変則勤務）

社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団　朝陽ケ丘荘
　　　　　　　　　　　　　　　（担当／ナガオ）
　　TEL　0790ー83ー2008　　FAX　0790-83-2035

お問い合わせ先




