新年度を迎えて

栄光の杜 施設長 三鴨 香奈
令和 三年 四月 を迎 え新 年 度と なり 、き れい にな 桜で 囲ま れた ほう
えい 会で は特 別養 護 老人 ホー ム栄 光の 杜に 新入 職員 七名 を迎 えまし
た。 皆さ ん緊 張 した 顔で 新人 研修 を終 え、 フロ アに 配属 にな り現在
ちょ うど 一 か月 経つ 頃で す。 新緑 が包 み込 み、 私た ちを 見守 って く
れています。
こ こ数 年新 卒者 、未 経験 者の 入職 が多 いた め、 特に 育成 に は力を 入
れ 育成 担当 をは じめ チー ムで 日々 研修 や育 成方 法 につ いて 考えて お
ります。
今 年度 の事 業計 画は 育成 をテ ーマ に、 特 にサ ービ スマ ナー につい
て 取り 組ん でい きま す。 あい さつ 、 言葉 遣い 、接 遇態 度、 すべ て基
本 的な こと です が、 毎日 顔を 合 わせ るご 入居 者様 に親 しみ があ ふれ
るばかりについ崩れた言葉遣いをしてしまう場面も実際ありました。
丁 寧な 言葉 遣い を した 上で 親し みを 込め た対 応が でき るよ うに 、正
し いサ ービ ス マナ ーを 学び 職員 全員 で注 意を しあ うと ころ から 取り
組んで参りたいと思います。
ま た 、 月よ り介 護保 険制 度が 改正 され まし た。 政府 ・厚 労 省が重
視す る自 立支 援・ 重度 化防 止を 目的 とし て導 入さ れる 大 規模 データ
ベー スへ のデ ータ 提出 が要 件に なる 加算 が導 入 され てい ます 。その
他職員体制を変更の必要があるもの等かなり大きく変わっています。
こらちについても順次対応していく予定です。
現在 、栄 光の 杜、 グル ープ ホー ム とも だに おい ては 日々 感染 対策
をし なが ら、 時に は見 直し を 行い 、ご 入居 者様 のス トレ スに も留意
しながら業務を行っております。
ご家 族の 皆様 に は面 会方 法な どご 不便 をお かけ して しま う点 も多い
とは 思い ま すが 、引 き続 き感 染症 対策 に細 心の 注意 を払 いな がら 職
員一 丸 とな って 最大 限の 努力 をさ せて 頂き ます ので 、ご 理解 ご協 力
のほど、重ねてお願い申し上げます。
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今年も飾りました、鯉のぼり
明るい気分になれないこんな時期だからこ
そ、上を向いて！悠々と青空を泳ぐ、鯉のぼ
りを見て頂きたいです。
入居者様も大変喜んでくださいました。
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栄光の杜の情報随時更新中です!!
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令和3年を迎えました。
今年のお正月は、完成した栄光神社で初詣をしました！
職員お手製の鳥居と賽銭箱で、ばっちりお参りをして頂け
たようです♪

節分です！
豆まきで、邪気を振り払い、鬼を退治し、コロナウイル
スも倒したいですね！！

栄光の杜のベランダからは、とても綺麗な桜を見ることが
出来ます。なかなか外出の叶わない中、出来ることを見
つけ、職員も一緒に楽しませて頂いています
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今年度は7名の常勤職員
が入職しました!
皆さま、どうぞよろしくお願い
いたします。

入居者様の日常をお届けします♪
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令和3年4月1，2,5日

今年度は7名の介護職員が新たにほうえい会の一員とな
り、4月1日、2日、5日と3日間にわたり、新人職員研修を
実施しました。
初日は皆さん、緊張と不安そうな表情をしていましたが、
3日目が終了した頃には、緊張もほぐれ仲間意識が芽生
えていました。
これからの成長が楽しみです！！

写真は
イメ ージ です (^^ )/

ご家族の皆様には、当施設のご面会体制にご協
力いただき誠に感謝申し上げます。
現在栄光の杜では、窓越し面会を行っております。
多目的室に入居者様をご案内し、窓は開けずに屋
外からご家族等と対面して頂きます。スピーカーフ
ォンを使用し会話ができるようになっています。
予約制となりますので、よろしくお願いいたします。

介護職員2名合格されました!!
新 年 度 が始 まり、そして今 年 度 号 目 の杜
のたよりも 完 成 しま した 。作 成 中 に昨 年 度 を
振 り返 り、コロナ禍 においても 出 来 る ことを 見
つけ、入居者様に楽しく過ごして頂けたと感じ
る写真が多くありました。
コロナの心 配 のな い日 常 が戻 ってき たら 、今
まで以 上 に楽 しいことが出 来 る といいな ぁ、と
感じる今日この頃です。
広報委員

ご寄付頂きました
法人及び施設にご寄付やご芳志を戴き
ました。 感謝を込めてお名前を掲載させ
て頂きます。
尚、令和2年4月から令和3年3月にご寄
付を戴いた方の分です。
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新井 カツヱ様
イオンモール日の出店様
加藤 良乃様
是枝 薫様
竹松 昭様
原 英美子様
平野 鏡子様
松原 愛子様
松原 暁示様
みどり調剤薬局有限会社様
森谷 稔様

