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特別養護老人ホーム羽衣園
リハビリテーションでの一コマ

特集

目標に向かって、『共に歩む』

特養サービス管理課「リハビリ係」の紹介
～ご利用者様が『自分らしく生きる』ために私たちができること～

障害者支援施設浦田の里創立４０周年



通所も今年25周年を迎えることができま

した。当時は20名からスタート。4月は

交流ホームで活動し、5月1日から通所開

始となりました。

ここから浦田の里の歴史が始まりました。

現在は体育館も赤い屋根になり、青い時

代に懐かしさを感じます。

１９９７年＜平成９年＞ １９８２年＜昭和５７年＞

40th Aniversary

当時の記憶がよみがえる「塞の神」

当初はグラウンドでの運動会でした

平成から今日まで

現場を支える職員と共に

☆令和の夏☆

今年の夏行事も楽しみです

盛大な竣工式

楽しかった旅の思い出

何年経っても踊れます！

今も昔も“花笠音頭”

昭和から今日まで

現場を支える職員と共に

今では懐かしい鶏舎の時代も

今年もサツマイモを植えています

通年行事だったお茶会
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たかつぼ
デイサービス

特 養・ショート

季節の装飾作り
皆さん器用な手つきで

お花を作ってます🌸🌸

足 浴♨

皆さん足元ポッカポカでご

満悦のご様子です。

カラオケ大会♪♬

利用者様と職員が

自慢の美声を披露

海をバックにハイ・ポーズ

収穫できたら

いいな♪

んー！

美味しい！

綺麗に

植えられる

ように！

グループホーム

夏には

いっぱい

誕生 会

本日の主役

外は気持ち

いいね ★
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 特別養護老人ホーム たかつぼ



二階は広いスペースがあり、
布団などの保管もたくさんで
きるようになりました！

大きな窓があり、リネン類
の積み降ろしがスムーズに
なりました！

一階の作業室では、タオルや特
養施設の衣類をたたむ作業を
行っています！

～増築工事が完了しました～
みどりの家朝日では「働きやすい作業空間作り」として、前年度から開始していた増築工事が無事終

了しました。増築は一階が作業室、二階がリネン庫と、作業スペースが広がり、ご利用者の皆様からは
「作業がやりやすくなった」「きれいな作業室で嬉しい」など、多くの喜びの声が聞かれています。ま
た、リネン庫はたくさんのリネンが収容でき、待ちにまった空間となりました。働きやすい作業空間に
なった事で、効率性や機能性も上がるようご利用者と職員、力を合わせて頑張って行きます。

～ゆったり農園！面積拡大しました～
前年度から開始した「ゆったり農園」ですが、今年度はさらにみどりの家の近くにある畑も貸して頂

けることになり、畑が２ケ所になりました。昨年の場所には、ジャガイモ、玉ねぎ、サツマイモを育て新
しい畑には、夏野菜を育てています。歩いて行ける距離に畑ができたことで、ご利用者の活躍の場も増え、
多くのご利用者が楽しんで収穫を行っています。

多くのご利用者が参加し、草
取り作業を行っています！

ピーマン、ナス、トマト、
キュウリ、オクラなどを栽
培しています。

絹さやの収穫作業を丁寧に
行っています。
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 障害福祉サービス事業所 みどりの家



外でお茶会も行いま
した！
気持ちが盛り上がり、
歌いだすご利用者も
いらっしゃいました。

あったげなぁ

ご家族様からお祝いが届き、
素敵な笑顔が見られました！

じょんだろ？

施設の裏山でフキが沢山採れたので、
ご利用者にむいていただきました！
昔取った杵柄でしょうか。皆さんと
ても上手で驚きました。

天気がいい日に施設周
辺を散歩しました。
外の空気を吸って、ご
利用者も職員もリフ
レッシュできました！

4月上旬には施設前の桜
が満開になりました。
今年も大勢のご利用者に、
満開の桜を楽しんでいた
だきました。

ゆ
り
花
園

外気浴

お花見

母の日

ひな祭

フキの皮むき
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みどりの家みどりの家

 特別養護老人ホーム ゆり花園



理学療法士が配属になりました。
いつでも誰にでも困っている人に手を

差し伸べられるように心掛け、利用者

の皆さんが少しでも安心して笑顔で過

ごせるような手助けをしていきたいと

思います。

田中理学療法士

水辺の楽校にバスハイ

ク。天気のいい日で気

持ちもリフレッシュ！

「ふきみそ」上手に

出来たかな
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 特別養護老人ホーム 羽衣園



垂水の里
芋苗植え

お買物イベント

お正月

ハイ、ピース ✌

良い年になり

ますように

これいいね～

節分

ひな祭り

七福神

団子の木飾り

花見

沢山できます

ように!

ばんざーい‼

いや～

うまそうだ

鬼は外～

福は内～

無病息災

を願って‼
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 特別養護老人ホーム 垂水の里



特別養護老人ホーム

さつき園

4月天気が良く、園庭に
てお花見をしました。

外気浴に
行って
きました。

観音様供養
４月２７日

グループホームまつかぜ

5月25日おやつ
バイキング

４月よりさつき園施設長として着任いたしました髙橋英男と申します。
さつき園には、１６年ぶりに帰ってきた形になりますが、当時は気付かなかったそ
の建物の広さ、造りの良さ、施設を取り囲む松林の美しさと広大さに今さらながら
驚いております。そのような素晴らしい環境のなかで、ご利用者様に老後のひと時
を安心してそして楽しみをもって過ごしていただくことを、われわれ職員全員の共
通目標としております。介護だけでなく、社会を取り巻く状況そのものが大きく様
変わりしつつあるように思いますが、法人理念である「一人ひとりの安心と笑顔の
ために」という考えのもと、柔軟な対応を心掛けてまいります。

日課のレク

草取りボランティアの皆様
ありがとうございました。

毎月行う
創作活動

4月20日新緑
バスハイク
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 特別養護老人ホーム さつき園



お花見

満開の桜の下でお花見をしました！

甘くてとっても
美味しい！

今年もあおぞら農園様のいちごを
美味しく頂きました！

お楽しみおやつ

習字活動

月に一回習字を行っています。
皆さん一生懸命に取り組まれています！

カフェミーティング

パンとコーヒーを頂きながらご利用者の皆様から
日常生活に関する要望をお聞きしました♪

特養

デイサービスショートステイ

障害 イチゴを楽しむ会

カラオケ大会 運動会

日光浴

お寿司を楽しむ会

園芸活動 創作活動

海ドライブ♪

新任職員紹介

新
任
職
員
紹
介

理学療法士の中山楓香です。
利用者様が楽しみながら行え
るようなリハビリを提供して
いきます。
よろしくお願いします！

生活支援員の関根剛です。
よろしくお願いします！

4月から勤務しています看護
師の竹内真実です。よろしく
お願いします！

介護士の塚原まひろです。
利用者様を笑顔にできるよ
うな介護士を目指します。
よろしくお願いします！

看護師の片野寛子で
す。明るく元気に看
護します！よろしく
お願いします！

介護士の志田唯華です。
先輩の背中をみて早く
追いつけるように頑張
ります。よろしくお願
いします！

１月から勤務しています
管理栄養士の長濱杏です。
よろしくお願いします！
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『リハビリ係』のとりくみ

　村上岩船福祉会には、現在理学療法士、作業
療法士があわせて６名在籍しており、うち５名
を各施設に配置し、１名を訪問の形式で、入所
されているご利用者様、サービスを利用されて
いるご利用者様に対しリハビリテーションを実
施しています。
　今年度「リハビリ係」は、

■「持ち上げない介護」の推進と定着化

■研修会等での講師派遣

■個別機能訓練計画に基づいたリハビリの実施

■新任リハビリ職職員に対する研修体制の構築

を目標に掲げ、特に“持ち上げない”“抱え上
げない”“引きずらない”いわゆるノーリフテ
ィングな介護方法を新しい介護の形として全職
員に定着させることを重点的な目標とし、職員
そしてご利用者様の安全と安心に繋がる質の高
い介護とサービスが提供できるよう取り組んで
いきます。
　

令和５年度新採用職員随時募集のお知らせ

　リハビリテーション（rehabilitation）とは、
「re：再び」「habilitation：適している、能力
を持っている」という２つの単語から成り立って
おり、直訳すると「再び適合させる」という意味
になります。疾患・怪我・障害・加齢により身体
機能が低下した方に対して、理学療法・作業療法
・言語聴覚療法を用いて、ご利用者が「その人ら
しい生活」を営むための能力を再獲得できるよう
支援しています。
　私たちリハビリ係もセラピストの視点からご利
用者様の状態を確認しつつ、他職種と連携を図り
ながら、当法人の「一人ひとりの安心と笑顔のた
めに」という理念に基づいたサービスの提供に努
めてまいります。

『リハビリテーション』とは？？

　村上岩船福祉会では、令和５年４月から一緒に働いてくれ
る仲間を大募集しています。募集している職種はこちら！

  ■ 理学療法士・作業療法士     ■ 介護士・生活支援員

  ■ 看護師・准看護師           

その他、無資格、未経験でも大・大・大歓迎の介護職員も募
集中です。詳しくは村上岩船福祉会ホームページをご覧くだ
さい。

https://www.murakamiiwafune.or.jp/

所属：デイサービスセンター
　　　　　　　　いわくすの里
理学療法士　齋藤　翔馬
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