和合せいれいの里だより

新春のご挨拶
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和合せいれいの里

日頃皆様には︑和合せいれいの里の運営にご支援ご協
力いただきまして︑誠にありがとうございます︒新型コ
ロナウイルス感染予防のため︑皆様には面会制限等も含
めご理解・ご協力いただきまして併せてお礼申し上げま
す︒
さて︑ますます高齢化が進む我が国では︑2025年
地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 構 築︑地 域 共 生 社 会 の 実 現 と
様々な政策を打ち上げ進めてきております︒更には高齢
化がさらに進む2040年を鑑み︑福祉分野においても
テクノロジー︵ロボット・AI・ICT等︶の導入促進
を国は進めてきています︒
和合せいれいの里では︑国の政策の一歩先を進み︑高
齢者・障がい者・こどもの共生型複合施設群として一体
的運営を︑また近代的複合施設群として最新機器の導入
や︑業務改革を今年も進めて参ります︒
2021年度には︑児童発達支援の事業を和合せいれ
いの里に計画させていただきます︒共生型複合施設群の
中での本事業は︑様々な事業連携の中できっと地域にな
くてはならない事業となっていくと確信しております︒
最後に私事ではありますが︑この２月で定年を迎え退
職することとなります︒聖隷福祉事業団で 年勤務させ
ていただき︑皆様の御支援のもと充実した毎日を送らせ
ていただき感謝いたします︒最後の配属でありました﹃和
合せいれいの里﹄では﹁聖隷トライサポート和合﹂や﹁聖
隷キッチン和合﹂等新たな事業の立ち上げに関わらせて
いただき︑聖隷人生の中でも思い出深いものとなってい
ます︒皆様本当にありがと
うございました︒
和合せいれいの里が益々
皆様の期待に応えられる施
設となりますようお祈りい
たします︒
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和合せいれいの里だより

ひまわり工房 第3弾！

書初め

令和 3 年を迎え、新春一番のひまわり工房では
『書初め』を行いました。
うまく書けないねと言いながらも、皆さんなか
なかの腕前で、夢中で何枚も書かれていました。
繊細な字や大胆な字、その人柄がよく表れていま
す。今年は、令和という文字やゆめという言葉が
人気でした。

毎年恒例！
運営管理課

門松づくり

運営管理課では毎年仕事納めの 12 月 28 日、
正面玄関に飾る『門松』を作っております。
職員が入れ替わっても、代々引き継がれてい
る伝統行事です。
園庭から竹と松を切ってきて、「ああでもな
いこうでもない。」とスマホ片手に検索しなが
ら飾りつけをしていきます。今年も無事に完
成しました！入居者さまが、気持ちよく新年
を迎えられますように。

炊き出し訓練
11 月の防災訓練で炊き出し訓練を行いまし
た。薪を割って火おこしをし、防災用の大き
なお釜で炊飯をします。火加減が難しく、お
米がうまく炊けるのか心配していましたが、
ふっくら美味しく炊けました。
こども園の園児も応援しにやってきてくれ
ました。炊き出しのお楽しみで、焼き芋や焼
きマシュマロを美味しそうにいただきました。

ありがとう
あ
りがとう 聖
聖隷めぐみ保育園
隷めぐみ
〜聖隷こども園めぐみに統合します〜
3 号館 1 階にあります「聖隷めぐみ保育園」は、
2015 年に和合せいれいの里の事業所内保育所と
して開園してから今年で 6 年が経ちます。2021
年 4 月より、4 号館の「聖隷こども園めぐみ」に
統合されることになりました。
和合せいれいの里の中で、お年寄りや障がい者
の利用者さまや、職員との関わりをたくさん経験
させていただきましたこと、ありがとうございま
した。場所は変わりますが、これからもどうぞよ
ろしくお願いいたします。

居酒屋「和合サテライト」
！？
11 月に和合サテライト初の試みとなる居酒屋レ
クリエーションを行いました。のれんや提灯を飾
り、昭和の居酒屋の雰囲気を演出しました。
職員も利用者さまとお酒やジュースを酌み交わ
し、いつもの食事に加えてたこ焼きやからあげの
居酒屋メニューをいただきました。
利用者さまと職員と、のんびりとした、とても
良いひと時でした。

聖隷ケアプランセンター和

『介護保険サービス学会
ビス学会 審
審査員長賞』
査
受賞

みるとす

『障害福祉学会
学会 優
優秀賞』受賞
11 月 7 日「聖隷障害福祉学会」が開かれ、「みるとす」で
発表した『利用者の想いを現実に〜就労へのチャレンジ〜』
が、見事優秀賞に輝きました。
みるとすに入居されている佐藤
京子さんの「パソコンで仕事がし
たい！」との欲求に、みるとす職
員が支援し、施設で使用する日誌
や献立表を遜色なく作り上げた、
という発表です。
京子さんも優秀賞受賞をとても
喜んで下さいました。
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◀京子さんの献立表

「聖隷ケアプランセンター和」が 11 月 28 日に
行われた「静岡エリア介護保険サービス学会」にて、
災害時に備え防災訓練に参加した振り返りとそこ
から見えた課題をテーマに『難病 ALS を抱えて
いても、一人暮らしを続けたい。私はここにいる。』
を発表し、ケアマネジャーとしての利用者や地域
への防災の取り組みが評価され、見事、審査員長
賞を受賞しました。
「自立支援」は簡単なことではありませんが可能
である、ということを多くの人に知ってもらうと
同時に、支える制度を守っていきたい。そして、
今後も要支援者を防災の視点でアセスメントし、
災害時の支援方法を関係者と検討していきたいと
考えています。
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NEW

まつばら

新人・異動者職員紹介

松原

和合愛光園 1号館

和合愛光園 1号館

ソン クリスティナ
メンチャヴェズ

左右都万里子

洋画を観たり、カ
ラオケに行ってタ
ガログ語や日本語、
英語の曲を歌って発散していま
す。

まさひろ

正洋

仕事が休みの日に
は、ツーリングに
出 掛 け て い ま す。
仕事の日はゲームをしてリフ
レッシュしています。

あなたにとっての
ストレス解消方法は？？

NEW

和合愛光園 1号館

そうず

まりこ

仲良しの友達との
ランチ会が息抜き
に な っ て い ま す。
コロナが終息したら、また行き
たいです。

NEW

トライサポート和合
なつめ

夏目

あつし

淳司

毎週末、学生から
続けている野球を
してストレスを解
消しています。

コロナ禍となって人と人の交わりが制限されている中、裏庭とベランダを使った「交流会」を催しました。
裏庭から子どもたちが「おーい！」と呼びかけると、
1 階から 4 階のベランダに集まったお年寄りが手を振っ
て応えます。子供たちが歌とダンスを披露し、1 階から 4 階までシャボン玉を飛ばして交流会を終えました。
保育士が考え抜いて実現したこの企画、大成功でした！

※※※

苦情受付と対応 ※※※

2020 年 4 月〜 2020 年 9 月

◆特別養護老人ホーム和合愛光園
◆聖隷チャレンジ工房和合

◆障害者支援施設みるとす
◆聖隷放課後クラブはなえみ和合

期間中公表を希望される苦情はありませんでした。

掲載されている写真については、御本人又は御家族の承諾を頂いた上で使用しています。
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