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ひかり苑もみの木 春号

昨年、法人内異動で着任し1年が経過いたしました。利用者の方々や職員の皆さんとは、人と人との優し

い出会いを通して、無事に1年を過ごすことができました。まだまだ経験不足ですので、皆様方のご指導ご

鞭撻をお願いするとともに、今後とも「ひかり苑」に対して、変わらぬご協力ご支援を賜りますようお願い

申し上げます。

4月より消費税増税により、施設運営はますます厳しくなることが予想されます。また、開設以来18年目を

迎え老朽化が目立つようになりました。特に今までも不具合が多かった空調設備を更新したいと考えており

ます。

また、経営的には、収入増は多くは望めません。しかし、支出は消費税アップ、人件費の増、空調以外の

老朽化対策費等増える一方です。どこにムダがあるのか、経費節約できる要素は何か等職員皆で取り組んで

いきます。職員関係では、職員一人ひとりのスキルアップを目指します。特に接遇マナー、気づき、思いや

り等の人間性・社会性を大切にしたサービスが提供できるように、職員の育成に力を入れたいと思います。

今年度も全職員が一致団結して、利用者の皆様に安全な介護と自立支援を提供することは勿論のこと、地

域の皆様にも信頼される施設運営に努めてまいります。

施設長 南山 徳英

◇ ひな祭り

3月3日は桃の節句です。ひかり苑では例年1階の玄

関前にひな壇を飾ります。

ひな祭りを迎えると、ご利用者に「お雛様を見に

行きたい」との要望が多く聞かれます。

雛人形を鑑賞に行かれたご利用者には素敵な笑顔

が見られました。

行 事

平成26年4月25日発行

施設長からのメッセージ

◇ 外出

今年もひかり苑のお向かいの桜並木は満開の花

を咲かせました。

４月２日天候も良くご利用者と近所に花見散歩

に出かけました。ご利用者は満開の桜を見て

「きれい」「来て良かった」と話され、喜ばれ

ていました。

記念に桜の花びを

持ち帰る方もいらっ

しゃいました。
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介護だより

ご利用者紹介

橋本 勝行様
昭和7年4月6日生まれ 81歳

平成２５年１２月２５日に入居されました。

とてもユーモアのあるご利用者で、食堂を和やかな

雰囲気にしてくれます。

笑顔が多く見られ、職員一同とても癒されています。

施設の音楽のイベントにも参加され、指揮をとる真

似をされたり、楽器をお渡しすると演奏に参加され

る姿も見られ、ご自身も楽しまれているご様子です。

介護職員 井上 吉徳

黒須 ます様
大正６年１月１８日生まれ 97歳

千葉県五井のご出身で裁縫がとてもお上手だった

とのことです。ご自身の着ていられるお洋服から

も、一針一針丹精込めてお直しをなさっているこ

とからもそれが偲ばれます。

また、時折お見かけする笑顔はとても穏やかで、

職員も癒されています。

いつまでもお元気でで健やかにお過ごしください。

介護職員 安永 玲子

ブロック制が導入され３年目がスタートしました。

南ブロックでは個別ケアの充実に向け、散歩や買い

物等、様々な取り組みを行ってきました。しかし、

まだまだ課題も多く、改善が必要となっているのが

現状です。

今年度は、さらなる個別ケアの充実を目標とし、

様々な活動に力を入れて行きたいと思っています。

ご利用者おひとりお一人を大切にし、笑顔がたえな

い生活を送って頂けるよう職員一同努めてまいりた

いと思います。よろしくお願い致します

介護副主任 吉田正人

新年度がスタートして、また新たな気持ちで職員

一同、ご利用者の介護に携わっていきたいと思いま

す。北ブロックは、介護量が多く、職員の離職や見

守りの体制など課題が多く見られましたが、ご利用

者の皆様に寄り添った介護ができるよう日々少しず

つですが、改善していけるような体制が出来てきた

と思います。

今年度もご利用者の皆様に、多くの笑顔が見られ

るよう、精一杯努めてまいりたいと思います。

よろしくお願い致します。

介護副主任 森智弘

南ブロック 北ブロック
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職員 入/退職 紹介

特養 介護職員 藤田 力
4月から入職し、日々職員の方から親切

に指導頂き感謝しています。これから

も判らない事に積極的に取り組み自分

の力にしていきたいです。

特養 調理職員 橋本 潤二

レストランの仕事を３５年間して、違う

世界を見たいと思い入社させて頂きまし

た。同じ食べ物を作る仕事でも料理以外

に覚える事が多いですが、頑張ります。

入 職 退 職

特養 介護職員 小嶋 健人

ひかり苑に復職することとなりました。

既にご存知の方も初めての方も、微力な

がら一生懸命頑張ります。

特養 介護統括ブロック長

長谷川 美加

ひかり苑に４年前入職し、この間デイセ

ンター、ショートスティ、介護等沢山の

ご利用者と関わりました。皆様には大変

お世話になり、ありがとうございました。

ひかり苑では、毎月第2金曜日に特別なお食事として、松花堂

弁当を皆様に楽しんでいただいています。松花堂弁当の中身は

旬の食材を中心に作成した料理が並んでいます。

今回も、たけのこ、あさり、わらび、そら豆などの春の食材

をたくさん使用して作りました。普段と違う盛り付けに「おい

しそうね～」という声があちこちであがっていました。

また、今回のお刺身はマグロ、カンパチ、甘エビでしたが、

みなさんやはりお刺身は大好きな様子で、まずはお刺身から食

べる方が多かったです。

普段より、全体的な量は多めですがほとんどの方が完食され、

おなかも心も満足ですと言わんばかりの笑顔が見れました。

管理栄養士 相馬 君代

ひかり苑 たけのこご飯レシピ

ー材料（1人分）－

・精白米50ｇ ・出し昆布適量 ・塩0.2ｇ

・酒3ｇ ・醤油3ｇ ・みりん1.0ｇ

・たけのこ（生)25ｇ ・油あげ3ｇ

・みつば4ｇ ・木の芽（飾り用）少々

ーつくり方ー

① たけのこは米のとぎ汁でやわらかく煮て数時間おい

てあく抜きをする。

② 精白米は洗って、米の1.4倍の水と昆布につけておく。

③ たけのこ、油揚げは2～3cmくらいの大きさに切る。

④ 切った③の材料を塩、酒、醤油、みりん、出し汁で

煮汁が少なくなるまで煮る。

⑤ ④の煮汁を冷ましてから、具と煮汁を分けて、煮汁

のみを②の精白米にいれ炊飯する。

⑥ 炊き上がった⑤に④の具を混ぜて、2～3cmに切った

みつばを混ぜれば出来上がり。

4月11日（金）特別なお食事メニュー
・たけのこご飯 ・あさりの潮汁 ・わらびの煮物

・お刺身盛合わせ ・そら豆のてんぷら

・卵豆腐桜あんかけ ・いちごのミルクかけ

施設の料理シリーズ

特養 介護職員 米田 佳代子

産休を挟み、介護職として勤務しました

がこの度3月をもって退職いたします。

ありがとうございました。

特養 介護職員 河村 江里

3月をもちまして退職いたしました。短

い期間でしたが、ご利用者にはお世話に

なり、ありがとうございました。

ディセンターひかり苑 介護職員

松田 和義

この度3月をもちまして退職いたしまし

た。デイの職員他、皆様に支えて頂き、

1年間本当にありがとうございました。

ディセンターひかり苑 介護職員

茅原 奈津子

4月1日からひかり苑デイサービスで

勤務させて頂く事になりました。先

輩に教えを乞い一生懸命頑張ります。

特別なお食事（松花堂弁当）

美味しい！！
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私が在職中に、同郷の尊敬する大先輩から次の二つの教えを戴いていました。

第１は、「お世話になった方々へのご恩返しのために、これからは世のため人のためにつくしなさい」と云う

お言葉でした。

今から１５年前（６７歳）に会社退職を機に、この教えを守りボランティア活動を「ひかり苑」から開始しま

した。現在は５施設に月２０回訪問をしていますが、「ひかり苑」での最初の活動は囲碁のお相手でした。

お相手のＭさん（８０歳）は、入所前に患った脳梗塞の後遺症で右片麻痺・言語障害がある方でした。Ｍさん

とは１１年に亘り毎週木曜日にデイルームで囲碁の対局を続けて参りました。勝負は必ずＭさんも１勝を上げる

という成果で、勝った時は言葉が無くても「ニコッ」とされる笑顔は忘れることが出来ません。身体がご不自由

で何もなさらなかったＭさんが、かっての趣味であった囲碁によって楽しいひとときを過ごされる様子に触れる

ことは、何物にも代え難い私の喜びでありました。

第２の教えは、「常に進歩を感じられるものを見付けて、日々継続して努力しなさい。

残された人生に喜びが得られます」でした。

そこで７４歳（８年前）から新しく老後の趣味を広げようと思い、独学で

書道を始めました。手本の漢詩を二つ選んで、行書と草書で５６文字を毎日

半紙に１４枚づつコツコツと習字を継続して参りました。

そして平成２４年８月に「ひかり苑」から当苑の書道の指導をして欲しいとの

お話があり、現在は月に１度書道クラブでご利用者と楽しく習字のボランティアを

させて戴いております。

「ひかり苑」でのボランティア活動は、女性のご利用者との「お話会」を含めて

1４年６ヶ月間で７１０回を数えることができました。

お蔭様で８２歳の現在、先輩から戴いた教えによって楽しい人生を送らせて

戴いておりますことに感謝をしております。

富原 一郎

特別養護老人ホーム

４月２７日 春の家族会

５月３～５日 しょうぶ湯

５月 ５日 端午の節句

７月 ７日 七夕

７月 下旬 夕涼み会

８月７～９日 お盆法要 迎え火・送り火

９月 ６日 敬老会

９月１０日 お月見

１０月３～５日 東村山市内作品展

１０月 初旬 さやま園祭

１１月 中旬 秋の家族会

１２月冬至前後 ゆず湯

１２月２４日 クリスマス会

１２月２８日～

１月１３日 正月飾り

１月４～６日 初詣

１月１４日 新年会

２月 ３日 節分

２月 下旬 観梅会

３月 ３日 ひな飾り

３月 下旬 お花見

ボランティア活動紹介

デイサービスひかり苑

４月 中旬 グリーンプロジェクト

５月 下旬 家族会

９月 ７日 敬老会

９月１０日 お月見

１０月３～５日 東村山市内作品展

１２月２４日 クリスマス会

１２月２８日～

１月１３日 正月飾り

１月１５日 新年会

法人研修（４月～７月）

４月 ２５日 メンタルヘルス研修

５月 ９日 基礎研修

５月 ２２日 チューター研修

６月 ６日 プレゼンテーション能力向上研修

６月 ２０日 福祉サービス研究発表会（プレ）

７月 ４日 中堅研修

26年度 ひかり苑 行事予定

大先輩の教えを実践されて

ご活躍の富原さん


