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帆 
愛光園つうしん 

掲載写真については、ご本人・ご家族の了承をいただいております。無断転載禁止。 

★25歳★あの頃は夜も眠らずスキー三昧♪ 
今は眠る事が何より楽しみですё（そらまめ） 

編
集
後
記 

★25年前に買ったセーター★今でも着て 
います。あの頃を思い出します。（みず菜） 

★25歳★来年25歳！！もっともっとアク
ティブに動きたい。（へちま） 

★25番★小学校入学時の出席番号。名前順
で25番ですが、昔は男女別で男の子から1
番でしたね。（たまな） 

★25メートル★小学生の頃、潜水で２５ｍ
を泳ぎ切ったことを思い出します。今は歩く
だけで息切れします。…（エリンギ） 

★25cm★足の大きさ。甲高幅広の為靴の
サイズは26㎝のEEE（新ジャガ） 

愛光園は今年で25周年を迎えます。そこで…25にまつわる私のエピソード！ 
県内の各施設の取り組み、研究の成果を発
表する、かながわ高齢者福祉研究大会に横
須賀愛光園の運営管理課が参加。 
研究テーマは「タッチタイピングをマスタ
ーして業務効率アップ！」です。 
パソコン作業の時間を短縮し、時間を有効
活用するためのアプローチをしました 

  総合防災訓練を実施しました 

新入職員紹介＆異動職員紹介 

 春は暖かな風に吹かれ、これまでの人や出来事とともに冬に
別れを告げ、新たな出会いに遭遇する。その陽光は、光景の一
つひとつの輪郭を際立たせ、期待と憂鬱が入り混じる季節。物
理的な時間は不可逆で一方通行だけれど、頭の中では記憶の過
去でも夢見る未来でも、いつの時代へも瞬間移動できる。出会
いに感動し、別れに感動し、その瞬間を大切に感じる感性を磨
いていきたい。春の陽射しに包まれながら・・・。 

園長のつ・ぶ・や・き           『出会いと別れ』 

皆様の声 
愛光園にお寄せ頂いたお問い合わせやご意見の一部をご紹介致します。 
※内容は一部要約させて頂いております。貴重なご意見、お褒めの言葉をお寄
せ頂き、ありがとうございました。 

【ご意見】（ご入居者ご家族より）『職員からのご入居者への言葉かけに対して、不安に思う
ことがあった。』というご意見を頂戴しました。誰が聞いても誤解が生じにくいような言葉遣
いができるよう、各職員が日々の業務に対して振り返りを行ないました。 

【感謝の言葉】（ご利用者より）『褥瘡が完治し、病院へ行かなくて良くなった。主治医から
もこんなに早くなってすごいと言われた。熱心に対応してくださりありがとう。』という感謝
のお言葉を頂戴しました。今後も、皆様の健康維持、増進に少しでもお役に立てるように職員
一同努力して参りたいと思います。 

愛光園なんでも掲示板 

平成29年3月ご入居者の家族を対象に『家族連絡会』を開催しました 
 愛光園から、ご家族にご協力をお願いしていることなどをお伝えしました。 
・衣替えの季節になりましたので、衣類の入れ替え、整理をお願い致します。 
・次回の家族連絡会は平成29年9月を予定しています。 
・家族連絡会に関する資料は3月21日付けで送付していますので、 
 ご確認いただき、ご不明な点は相談員の大越まで、遠慮なくご連絡ください。 

愛光園内のエレベーターの“リニューアル工事”を行ないました 
 来る平成29年6月1日、横須賀愛光園は開設25周年を迎えます。記念事業の一つ
としてエレベーターの改修工事を行ないました。新しいエレベーターのお披露目は
開園記念日の6月1日の予定です。どうぞ、お楽しみに!！ 

2011年以降、毎年３月に実施している総合防
災訓練は、通常の地震・火災など、あらゆる被
害・状況を想定します。職員だけでなくご利用
者も、一人ひとりがそのときに何が必要か考え
て行動できるように訓練しています。 

～開催案内～ 
平成２９年７月５日（水）パシフィコ横浜 

第１６回 かながわ高齢者福祉研究大会 

①名前 ②誕生日・血液型 

③所属部署 ④自分の好きな所 

⑤1つだけ無人島に持って行く

としたら何？ ⑥抱負を一言！ 

① 泉 大信 
 いずみ たいし 
② 6月8日・Ｏ型 

③ １号館3階 
④ 楽天的な所 
⑤ 携帯電話 

⑥ 職員や利用者様に信頼される 
 様に一日一日を誠実に努めて 
 いきたいです。 

① 堀越 美紀 
 ほりこし みき 
② ５月７日・Ａ型 
③ デイサービス 
④ 時に大胆な所 
⑤ メガネ 

⑥ 無理なく続けられたらと 
 思っています。 

① 呉沼 かほる 
 くれぬま かほる 
② 4月2日・Ａ型 

③ デイサービス 
④ 明るい所 
⑤ 寝袋 
⑥ 楽しく過ごして帰ってもらえる 
 ようにがんばります 

① 加藤 祐樹 
 かとう ひろき 
② 5月1日・AB型 
③ １号館３階 
④ 客観的に物事 
  を見れる所 
⑤ ギター 
⑥ いろいろな経験を積んで、 
 自分のスキルを磨きたいです。 

① 石塚 晋吾 
 いしづか しんご 
② 8月12日・B型 
③ ユニット2・3階 
④ くよくよしない 
 性格 
⑤ 火（ライター） 
⑥ 職員さんが仕事をし易いよう 
 な環境づくりに努めます。 

皆様どうぞよろしく 
お願いします 

春の訪れと共に、 
愛光園に新しい仲間が
加わりました。 

① 光井 涼一 
 みつい りょういち 
② 7月28日・Ｏ型 
③ ユニット2階 
④ 1つの事を継続 
 できる所 
⑤ なにかと便利な携帯電話 
⑥ 関西からの初めての異動で不安 
 はありますが穏やかな心と熱い 
 気持ちを持って頑張ります。 

① 春田 大貴 
 はるた ひろき 
② 2月12日・Ｏ型 
③ ユニット3階 
④ 誰にでも 
  優しくできる所 
⑤ サバイバルナイフ 
⑥ 1日でも早く横須賀愛光園に 
 貢献できるようにがんばります。 

5月28日の13時～16時、電気設備点検に伴う全館停電を実施します 
 停電中は、自動ドア・エレベーター・自動販売機・水道・トイレ・照明器具等が 
使用不可となります。上記時間帯にご面会等でご来園される場合、２階・３階への
昇降は階段でのご案内となります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力
をお願いいたします。ご不明な点はご遠慮なく職員にお声かけください。 



在宅介護サービス４回シリーズ 

第１回 まずは･･･在宅サービス事業をご紹介します！ 

今月の委員会紹介「安全運転委員会」 

 安全運転委員会は、横須賀エリアの各事業所の安全運転管理者を中心にメンバーが
構成されており、毎月委員会を開催しています。主な業務は、安全運転に関する情報
発信です。委員会が主催する職員向けの交通安全講習会は、交通安全についての知識
を学ぶ、確認することはもちろん、自分自身の日ごろの運転の仕方を振り返る場にも
なっています。昨年度の交通安全講習会では、実際に起きた事故の検証や危険予測等
を通して案外身近なところに多くの危険が潜んでいることを改めて、学びました。 
 その他の役割は、交通事故等の検証と対応の検討、交通安全・事故予防の啓発があ
ります。ご利用者、職員の安全はもちろん、地域で生活されている方々の安全も含め
た視点で考えます。 
 地域の皆様が生活道路としてご利用されている道路を業務車両が通行することもあ
るので、事故のないよう、通行時間帯や速度に注意したり、時には別のルートを提案
します。事故やヒヤリハットが多い場所を調査、情報収集し、職員で共有できるよう
にしています。 
 これからも地域の皆様、職員の安全を守るために、地域、職員に率先して活動して
いきます。 

平成２８年度ボランティア 
年間延べ来園人数950名 

いつもありがとう
ございます 

 平成24年からの過去５年間、毎年年間延べ1000人のボランティアの皆様にご協力を頂き、
日ごろからのご協力に感謝いたします。その活動内容は多種多様です。ご利用者と直接関りを
持って頂くものもあれば、レクリエーションの補助や洗濯たたみなど、ご利用者の生活を支え
てくださるもの、愛光園の花壇の手入れや掃除のお手伝いなど、施設としての愛光園を支えて
くださるもの。ネコのアイが居た頃には、病院に通うお手伝いをしてくれた方も。また、お一
人からグループでの活動、時間や曜日、頻度も様々です。何年間も続けてご協力頂き、いまや
職員よりも愛光園について詳しい方々も多数いらっしゃいます。 

愛光園を一緒に支えてくださる皆様へ 
 平成28年度は新たにボランティア活動を始めてくださった方々が3組。「どんなことなら
できるのかわからないけれど、なにかボランティア活動をしてみたい。」そんな問い合わせか
ら始まったものもあります。ボランティアの皆様が安心して、充実した活動が出来るように、
施設のご利用者にとっても、安心してボランティアの皆様を迎えられるように、活動内容やご
希望をお伺いし、日程調整をしたり、ご利用者の生活に配慮して、活動内容をサポートさせて
頂いたりすることがあります。 
お問い合わせは 046－857-6600 生活相談員 大越 までお気軽にご連絡ください。 

 横須賀愛光園では、毎日の食事を「おいしく食べ
られる」ことを目的に 「食の嗜好調査」を実施して
います。利用者の意見・要望を調査することで、実
際に食べる方が望む食事を理解し、一人一人が「お
いしく食べられる」為のサービスを提供できるよう
に、職員一同努めています。 
 年を重ねるにつれて視覚・味覚・色覚等、身体的
にも精神的にも様々な変化が生じ、そのことで食の
好みも変化します。嗜好調査結果は、通常の食事メ
ニューに反映されるだけではなく、食べる楽しみを
考える上で、食事レクリエーションとして、食生活
が単調にならないように工夫して提供しています。
食事レクリエーションでは、自分で作り、それを食
べる楽しみも大切にしています。 
  

食の嗜好を尊重するための取り組みです 

▲嗜好調査結果に基づき、企画されたドラ焼きやクレープの
おやつレクリエーションや焼き魚レクリエーション。 
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いつまでも健康に食を楽しむ 

運転中も、安全
と、職員として
の責任を意識！ 

 愛光園の同一敷地内にある、在宅サービス事業（ケアプランセンター、ヘルパーステーシ
ョン、ぐるり横須賀、訪問看護ステーション）担当者より、在宅介護にまつわるあれこれを
全4回シリーズでご紹介していきます。 

新連載！ 

 聖隷ケアプランセンター横須賀とは居宅介護支援事業所の事業所名です。当センターには
経験豊富な介護支援専門員（ケアマネージャー）が在籍し、可能な限りご自宅において望む
生活が続けられるよう、ご本人にあった介護サービス計画を作成しています。また、これか
ら介護サービスを受けようと考えている方のご相談にも応じます。 

訪問介護とは、ホームヘルパーがご自宅に訪問して日常生活の援助を行うサービスです。 
聖隷ヘルパーステーション横須賀では、重度の介護が必要な方、医療的ケアが必要な方に

も対応しています。神奈川県から喀痰吸引等事業所として認定を受けており、不特定多数の
対象者に医療行為を実施できる研修終了者が在籍しています。 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護『聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀』も併設しており、

２４時間いつでもつながる、一人ひとりの生活リズムにあったサービスが受けられます。 

 訪問看護とは、看護師・リハビリスタッフが生活の場へ訪問し、療養生活を支援するサー
ビスです。 訪問看護ステーション横須賀では、介護保険、医療保険に対応しています。0
歳児の看護をはじめ、障がいのある方、精神疾患、難病の利用者も多く受け入れています。
経験豊富なスタッフが揃っており、また、24時間緊急時訪問体制をとっているので、日々の
サポート体制が充実しています。ご利用者様、ご家族の希望、想いに寄り添う看護を志し、
在宅で“自分らしく生きる”ための支援を行なっています。 

第２回は、聖隷ケアプランセンターが担当します！ お楽しみに！ 

― 加害者にも被害者にもならない為に― 


