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平成

年度

入 社 式

４月１日、桜満開のも
と、あと会グループ入社式
を執り行いました。今年は

ろに大きな桜の木があり、

今年もご利用者を呼び春の

社式に臨みました。あと会

入職員は緊張の面持ちで入

学校を卒業したばかりの新

する大学・専門学校・高等

た。この春、福祉を専門と

さん素敵な笑顔で「きれい

満開の桜を見上げて、皆

に今年も行ってきました。

て、その大きな桜のお花見

な一本桜が見えます。そし

さ苑から川沿いにある立派

毎年、春になるとくにく

でそれぞれのお花見を楽し

花見をしてくにくさの各所

でじま・くにくさでもお

ていました。

良かった」と桜に酔いしれ

今年もいいお天気で見れて

者も居て「桜が綺麗ね～。

ら楽しみにしていたご利用

お 花 見

グループを代表し横山常務

じゃね～！」としっかりご

みました。来年もまたご利

訪れを感じました。前日か

理事より「本日、お迎えし

覧になって春の訪れをかみ

名の新入職員を迎えまし

た新入職員を心より歓迎い

用者と一緒に花見をして春

を感じたいと思います。

しめておられました。

４月２日は、りは・くに

たします。法人理念である
やすらぎ・よろこび・ゆた

くさから道路を渡ったとこ

度の幕開けです。

をした新入職員と新たな年

意表明をしました。輝く目

う努力して参ります」と決

くご利用者に寄り添えるよ

に、一人ひとりが自分らし

ある３Ｙのこころを大切

日の感動を胸に法人理念で

晴香さんより「私たちは今

新入職員を代表して要田

られました。

す」と歓迎のことばが述べ

んで欲しいと願っていま

自身にも充実した人生を歩

るよう、そしてみなさまご

かさをご利用者に提供でき

13
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新人職員紹介

社会人１年目で色々と大変なこと
もありますがいろんなことに挑戦し

居者の方々との関わりの面で、不安

入社１年目なので、介護技術や入

があると思いますが、負けじと自分

ていきたいと思います。よろしくお

で、皆様よろしくお願い申し上げま

切に取り組んでいこうと思いますの

前進・全力を心がけ、その時を大

があっての事だと感じています。

私があと会に入れたのも何かの縁

ります東慎太郎です。

はじめまして！新しくお世話にな

趣味：ドライブ

好きな言葉：ありがとう

願い致します。

に厳しく、精進していこうと思いま
す。
好きな言葉：切磋琢磨
趣味：サッカー

社会人１年目で分からないことば
かりですが、ご利用者、諸先輩方か
らたくさんのことを教えて頂き、多
くのことを吸収していきたいと思い
ご利用者の皆様に笑顔で過ごして

ます。
頂けるよう、精一杯頑張りたいと思

す。

イブ

趣味：野球観戦、フットサル、ドラ

好きな言葉：感謝

います。よろしくお願い致します。
好きな言葉：一期一会
趣味：映画鑑賞

舞

して過ごしていただけるように、落

張りたいです。ご入居者さんに安心

私は、今年１年笑顔を忘れずに頑

しい」と思ってもらえるような介護

者に「あなたに介助してもらえて嬉

介助を心がけたいと思います。利用

の環境、状況に合わせた臨機応変な

常に利用者の気持ちを考え、周囲

ち込むことがあっても気持ちを切り

趣味：カラオケ、字を書くこと

土になれ

好きな言葉：花よりも花を咲かせる

いと思います。

ができるよう、日々頑張っていきた

趣味：歌を歌うこと

好きな言葉：やればできる

どうぞよろしくお願いいたします。

よう、頑張りたいと思いますので、

用者様や職員の皆様のお役に立てる

をおかけするかもしれませんがご利

わからないことばかりで、ご迷惑

思います。

方のような明るい職員になりたいと

い挨拶をしている姿を見て私も先輩

私は、職員の先輩方が気持ちの良

趣味：音楽を聴くこと

好きな言葉：のんびり

願いいたします。

一生懸命頑張ります。よろしくお

つけたいと思います。

換えて、怖い顔をしないように気を

中村

春菜

中元

晃司

球 )

趣 味 ： ス ポ ー ツ 観 戦 サ( ッ カ ー 、 野

好きな言葉：一期一会

よろしくお願いします。

取得を目指して頑張っていきます。

個人としては、介護福祉士の資格

ように介助していきます。

携して、ご利用者に満足して頂ける

きたいです。そのために他職種と連

まずは、ご利用者のことを知ってい

者の名前を覚えていこうと思います。

配属が決まったら、一番にご利用

新川

広島国際大学
医療福祉学部
ＩＷＡＤ
環境福祉専門学校

広島福祉専門学校

広島県立黒瀬高等学校
福祉科

介護老人保健施設
ふかわ・くにくさ
特別養護老人ホーム
でじま・くにくさ

特別養護老人ホーム
くにくさ苑

老人保健施設
りは・くにくさ

広島福祉専門学校
広島国際大学
医療福祉学部

専門学校福祉リソース
カレッジ広島

県立広島大学

翔太
廿日出
慎太郎
東

五月

田口

介護老人保健施設
ふかわ・くにくさ
介護老人保健施設
ふかわ・くにくさ

特別養護老人ホーム
でじま・くにくさ
介護つき有料老人ホーム
でじま・くにくさ

卓也
石橋
光紗
山脇
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晴香

てのことが多く学ぶこともたくさん

一緒に働かせていただきます。初め

はじめまして、４月からあと会で
て頂けるように日々頑張っていきた

利用者一人ひとりに安心して過ごし

これからあと会の職員として、ご

好きな言葉：笑う門には福来る

ますので、よろしくお願いします。

いと思います。いつまでも初心を忘

好きな言葉：やればできる

趣味：カラオケ、テニス、ドライブ

新人研修

新年度を迎え、阿戸・矢野エリア、で

じまエリア、ふかわエリアに多くの新し

いスタッフをあと会職員として受け入れ

ることとなりました。４月１日には入社

式ほか、あと会にとって重要となる法人

理念「３Ｙのこころ」、社会人としての

心得や姿勢、翌日以降はメンタルヘルス

について、太光寺の東副住職をお迎えし

て座禅を組んだり、チームとして機能す

るための方法を、ゲームを通して知る時

間を設けたり、学生実習では理解できな

かったユニットケアを見て、聞いて体感

する、その他、認知症高齢者の世界を経

験し、プロとしてどれだけの思いやりや

感性、知識、技術が必要かを学びまし

こうした座学を１週間、その後、様々

た。

今年から新入職員として働かせて

安もありますが、先輩たちから多く

私は介護経験が少なく、緊張と不

たことに違いありません。そして２週間

現場に入り、毎日が充実した実習であっ

ながら、また、心を躍らせながら初めて

たり、不安や楽しみなどの気持ちを抱え

これからあと会の一員として働くに当

な現場で１週間の実習を行ないました。

いただきます。まだ分からないこと

の事を学び、毎日目標を持ちながら

ぞれの配属先へと羽を広げて旅立ってい

めて参ります。

満足したサービスを提供できるよう、努

届けながら、ご利用者、ご家族の皆様に

これから大きく成長する彼らの姿を見

きました。

ること

趣味：美味しいものをたくさん食べ

しい方」を選べ

かり身につけていきたいです。

笑顔を忘れず頑張ります。そして社

きたいと考えています。
一日でも早く、先輩方と一緒にあ
と会を盛り上げていける職員になれ
るよう頑張っていきます。
好きな言葉：前向き
趣味：ドライブ

好きな言葉：迷ったら、迷わず「楽

も多く、不安もありますが、日々目

広島国際大学
医療福祉学部

標を持ち、様々なことに挑戦してい

趣味：バレーボール

清香
鍵山

の研修を終えた新しいスタッフは、それ

特別養護老人ホーム
くにくさ苑

会人として、あいさつや礼儀をしっ

特別養護老人ホーム
くにくさ苑

たします。

ありますが、何でも挑戦するやる気

広島国際大学
医療福祉学部

れず、「笑顔がいいね」と言われる

老人保健施設
りは・くにくさ

と、最大限の笑顔でがんばりたいと

広島国際大学
医療福祉学部
広島国際大学
医療福祉学部

職員を目指します。一生懸命頑張り

老人保健施設
りは・くにくさ

思います。どうぞよろしくお願いい

要田

友紀子
荒瀧
将史
渡邉
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目的とした業務提携を行うこと
⑶階層別研修の実施
ができた。スウェーデンからは、
これまで定期的に実施してい
指導職１名、現場スタッフ２名
た新人研修・中堅研修・リー
を迎え入れ、あと会からは現場
ダー研修に加え、管理者研修を
スタッフ２名、指導職２名がス
定期的に開催し、主任格職員の
ウェーデンでの研修に参加した。
マネジメント能力の底上げを行
う。また、法人独自のキャリア
パスを作成し、能力開発に必要
な階層別研修体系を見直す。

⑸全職員へのコンプライアンスの徹
底
前年度に引き続き、あと会全
職員に対し、コンプライアンス
研修を継続実施した。あと会で
の事故や要望等の事例や他施設
での事例を踏まえ啓蒙を図った。

事業計画

⑷法人予算計画の適切な執行
中長期的な視野に立ち、適切
な法人維持資金を積み立ててい
くため、予算統制実施計画を立
案・実施していく。各部門ごと
に立案した事業計画を年間を通
じて実施できるよう、部長会
議・運営会議等を通じて毎月確
認し、必要があれば計画の見直
しも行っていく。

グループホーム
くにくさの家
家族会


３月 日家族会を行いまし

と喜んで頂けました。

見る事が出来て良かった。」

ました。「日頃の母の様子を

く為にスライド写真で紹介し

常の様子をご家族に知って頂

末という事で、ご利用者の日

会でもあります。今回は年度

族そして職員の交流を深める

た。家族会はご利用者、ご家

10

事業報告
⑴定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業実施の検討
地域で暮らす重度者を始めと
した要介護高齢者の在宅生活を
支援する「定期巡回・随時対応
型訪問介護看護」の運営を平成
年度から実施していく事と
なった。
⑵特別養護老人ホーム・介護つき有
料老人ホーム「でじま・くにくさ」
の適切な運営
平成 年 月開設した特別養
護老人ホーム・介護つき有料老
人ホーム「でじま・くにくさ」
は、開設 年目を迎え安定的な
稼働率を維持したまま運営する
ことができている。今後は研修
等によりケアの質の底上げを図
る。
⑴定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業の健全な運営
地域で暮らす重度者を始めと
した要介護高齢者の在宅生活を
支えるため、「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護」「夜間対
応型訪問介護」の運営を矢野地
区、上深川地区で実施し、地域
包括ケアシステムの確立にむけ
た法人の役割を果たしていく。

⑸スウェーデン・ボロース市との交
流によるケアの質の向上
スウェーデン ボロース市と
の提携を今年も継続する。ス
ウェーデンからは管理職育成や
現場スタッフ育成のためのアド
バイザーの派遣を要請し、また
あと会からは、前年度に引き続
き２名程度の現場スタッフ、３
名程度の管理職等を派遣する。

（りは・くにくさ
岡崎 洋介）

５月になり、新芽が出てまいりま
した。さわやかな風と共にあと会に
も新入社員が入ってきております。
研修を受け、新入社員も配属が決
まり、新しい職場で緊張しながらも
頑張っております。皆様の声が励み
になります。
もし、新人職員と会うことがあれ
ば一声かけていただければ嬉しいで
す。
また、花見も無事に行うことがで
きました。また来年も同じご利用者
と同じ景色で花見を楽しみたいと、
思いました。
職員一同新しい仲間が増え、気持
ち新たに今年度も頑張ってまいりま
すので、よろしくお願い致します。
また、今号の「介護の知恵袋」は
休載させていただきます。楽しみに
待っていただいた方には申し訳あり
ませんが、また次号の掲載にご期待
ください。




７月 七夕
追悼法要

⑹全職員へのコンプライアンスの徹
底
前年度に引き続き、コンプラ
イアンスの徹底を、職員会議や
主任会議等の場を活用し、啓発
する。また、研修等を通じて、
全職員に関連法令の周知徹底を
図る。

定
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⑶優秀な人財の確保・人財育成
慢性的な介護人材不足の中、
平成 年度も阿戸・矢野エリア
６名、でじまエリア３名、安佐
北エリア３名、合計 名の優秀
な新人職員を採用することがで
きた。平成 年度も平成 年度
の採用に向けて、ひとりでも優
秀な人財を確保できるよう精力
的に活動していく。

⑵優秀な人財の確保
優秀な人財を一人でも多く確
保するため、あらゆる媒体を通
じてグループでの取り組みを学
生に発信し、法人認知度を高め
ていく。また、採用エリアを広
島市内から、Ｕターン学生も視
野に入れて広げゆき、一人でも
多くの優秀な人財の確保に努め
る。

７月の行事予
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⑷スウェーデン・ボロース市との交
流によるケアの質の向上
昨年度に引き続き、スウェー
デン ボロース市と人材交流を

も、 毎 月
こ の ほ か に コンサー
、
ショッピング 行なって
を
ト、誕生日会
います。
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