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平成28年度の取組み
☆組織変更・事業変更への取組み
　ふたば保育園・赤江保育所の「幼保連携型認定こども園」へ
の移行取組みの結果、平成29年３月23日付で島根県知事認
可を得て、４月１日より「ふたばこども園」・「あかえこども園」と
して新たなスタートとなりました。
　又、ソレイユショートスティあらしまの「グループホーム」への
移行取組みの結果、４月１日より「ソレイユグループホームあら
しま」として新たなスタートとなりました。
☆資質能力技術の向上を目指す人材育成
・コミュニケーション代表渡邊直子先生による接遇研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３日間244名）
・上期下期の人事考課、国家資格の取得奨励、キャリアパスの構築
・外部専門的研修へ参加（102回述べ217名）、
　法人研修（７回述べ828名）
・赤江保育所の第三者評価の受審 等 取り組んでまいりました。

平成29年度の方針
☆更なるサービスの資質の向上・福祉人材の確保育成への取組み　
☆地域活動への取組み
☆しらさぎ苑の第三者評価受審
☆在宅サービス提供の在り方の論点整理
☆働き方改革への取組みと論点整理
　等に取組みつつ、法人としての使命と永続的に目指す姿とし
て掲げる理念「信頼度№１」での、24時間365日、安全・安心・
快適を届けてまいります。
　本年度も宜しくお願いします。

ふたばこども園ふたばこども園 園長　西村隆是 常務理事　高橋美知夫

１年の歩みとトピックス１年の歩みとトピックス

　昨年９月27日に第８回地域交流グラウンドゴルフ大
会を２７０名の参加を得て開催しました。 男女の個人優勝
は吾郷茂男さん（井尻）、加納親子さん（布部）でした。

　また、１０月３０日、恒例行事となりましたしらさぎふれ
あいまつりを夢ランドしらさぎとの共催でふれあいプラ
ザ館内及び駐車場を会場にして開催しました。
　約500名のお客様に来場して頂き、ウォークラリー、
介護予防講座、コンサートステージ、親子コーナー、フー
ドコーナー他、さまざまな催しで楽しんで頂きました。
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　そして、今年５月５日に第
３１回地域交流ゲートボール
大会を開催し、14チーム約８０
名の選手に参加していただき
ました。 
　初夏の爽やかな晴天の中、
各チーム白熱した試合が行わ
れました。 総合優勝は西比田
チーム、準優勝は社神チーム
に輝きました。 皆さんご参加
ありがとうございました。

　今年度４月より、幼保連携型認定こども園「ふたばこど
も園」がスタートしました。従来の保育を継承しながら、
さらに発展して教育・保育の質を高めていけるよう職員
一同努力してまいりたいと思いますので、変わらずお力
添えよろしくお願いいたします。

　今年度４月より、幼保連携型認定こども園「ふたばこど
も園」がスタートしました。従来の保育を継承しながら、
さらに発展して教育・保育の質を高めていけるよう職員
一同努力してまいりたいと思いますので、変わらずお力
添えよろしくお願いいたします。

バスに乗って遠足へ…
　５月13日親子遠足へ出かけました。 公園に着
くと大喜びで広場を走り回り、遊具を楽しむ子ども
たち。 朝方まで雨が降っていたので、足元は少し
濡れており、滑り台の下には小さな水たまりがあり
ました。 保護者さん達が上から滑ってくる子どもを
待ちかまえ、受けとめたり、次に滑ってくる友だちも
一緒に抱きかかえる微笑ましい場面も見られまし
た。 わが子とゆったりしたかかわりだけでなく、
友だちや日頃出会うことの少ない保護者さん同士
も会話が弾み、笑顔あふれる一日となりました。

ひだまりの里ひだまりの里
所長　宇山　広所長　宇山　広

しらさぎ苑しらさぎ苑 苑長　多胡康子

　毎年、春になるとご利用者の皆さんには、花
見を楽しんで頂いています。
　桜の名所である社日公園や太鼓壇の桜に負け
ないほど、しらさぎ苑周辺には立派な桜の木が
並んでいます。春に限らず、一年を通し四季
折々の自然豊かな環境の中、ご利用者の皆さ
んに充実した日々を過ごして頂き、笑い声が響
いています。

　また、しらさぎ苑と言えば温泉です。温泉の
お蔭でしょうか？ご利用者の皆さんは、とても
長寿で、肌もスベスベ、ツルツルの美男・美女
揃いです。しらさぎ苑の温泉は、ご利用者の皆
さんの楽しみの一つであり、欠かせないものと
なっています。

　　11年前の平成18年６月より、デイサービス事業
とショートステイ事業として、ソレイユサポートセン
ターが開設しましたが、この度４月１日よりショート
ステイ事業を閉業し、グループホーム事業に移行するこ
とになりました。今までご利用の皆さん、ありがとう
ございました。お陰様で新しいグループホームに18
人の入所者を迎え、泣いたり笑ったり、畑に出たり、
散歩したり、体操したりと毎日忙しい生活です。畑に
出ると、雑草だらけの状態に「なんで、ここまでなげ
ちょきなったかね」と職員も畑の師匠に叱られていま
す。大先輩の皆さんのお力を借りながら、これからも
ご指導いただき、美味しい野菜や花を育てていきま
す。入所された方々とは、御縁あって出会うことがで
きました。ご家族にはかないませんが、愛情をいっぱ
い注ぎ、もっと居心地が良い場所づくりを努力してま
いります。そして、デイサービスは今までどおり営業
しておりますので、引続きよろしくお願いいたします。
開設以来、長くご利用していただいているご利用者も
あります。これからも在宅生活で元気に頑張っていき
ましょう。平均年齢は86.3歳（男性82.5歳、女性
87.8歳）です。

しらさぎ苑
第２デイサービスセンター
しらさぎ苑
第２デイサービスセンター

しらさぎ苑
デイサービス
　センター

　　　　　　　　　　　　　しらさぎ苑デイサービスセンター
　　　　　　　　　　　　は、皆さんが住みなれた家での生活
　　　　　　　　　　　　を続けられるために、外出の機会を
　　　　　　　　　　　　持ち、楽しみながら健康管理や機能
　　　　　　　　　　　　訓練、入浴介助等を受けられるよう
　　　　　　　　　　　　支援しています。
　　　　　　　　　　　　　写真は、笹巻作りの様子です。そ
れぞれに、ご家庭での巻き方で作られ、出来たてを召し上がり
ながら昔話に花が咲き楽しい一時でした。このほかにも、季
節ごとの行事やレクリェーション、俳句、習字の趣味活動な
ど、様々なプログラムを提供させていただいています。
　職員一同、ますます皆さんに楽しんでご利用いただけるよ
う、魅力ある施設づくりを目指し、日々がんばっています。

しらさぎ苑
デイサービス
　センター

所長　井上幸治

所長　松本英昭

　当センターではご利用者の皆さんに日々楽しんで頂ける様
に、季節に合わせたクッキング・夏祭り・運動会などの行事
を企画しています。また、歌や踊り、大正琴などボランティ
アの皆さんに来所して頂き、ご利用者の皆さん、職員と一緒
に楽しい時間を過ごし喜んで頂いております。
　ご利用者の皆さんが、地域
の方々と住み慣れた場所でふ
れあいながら、健康でいきい
きと過ごしていただけるよう
デイサービスでのお手伝いを
して下さる方を募集しており
ます。ご利用者とのお話し相
手、囲碁や楽器演奏などご自
身の趣味を活かした余暇活動のお手伝いなどです。都合の良
い日、時間帯で結構です。是非お気軽にご連絡ください。

しらさぎ苑
ホームヘルパー
　ステーション
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しらさぎ苑
在宅介護支援センター 所長　伊藤佳恵

所長　伊藤佳恵

　当ヘルパーステーションは事業を開始してから25年が経
ちました。「笑顔と元気で心のこもったサービスを届けます」
をスローガンにかかげ、１年365日年中無休で訪問をしてい
ます。買い物、調理や掃除などの家事支援からおしめ交換や
入浴介助などの身体介護まで幅広いサービスを提供していま
す。決めてある通りに行かないこともありますが経験豊かな
ヘルパーだからこそ臨機応変に対応できます。これからもご
利用者やご家族の思いに寄り添い在宅介護のお手伝いができ
るようがんばって行きたいと思います。
　当ヘルパーステーションでは配食サービスも行っていま
す。お気軽にご相談ください。

　当支援センターでは、現在、６名のケ
アマネージャーが、ご利用者が住み慣れ
た地域で少しでも長く自分らしく暮らし
ていけるよう関係機関と連携を取りなが
らケアプラン作成を行っています。
介護度が高い方でも様々なサービスを
組み合わせることで在宅での生活を継続することもできます。
「人間関係を大切に…」をモットーに、ご利用者やご家族の思い
に寄り添いながら今日もがんばっています。
　その他にも総合相談やミニサロン、介護者教室、認知症サポー
ター養成講座なども行っています。H28年度の介護者教室では、
福祉用具の正しい使い方や介護食の作り方を介護者の皆さんと一
緒に勉強しました。また、ミニサロンでは地域に出かけてレクリ
エーションなどの手伝いをさせて頂きました。
　今年も介護者教室を開催する予定ですのでお気軽にご参加くだ
さい。お困りの事があれば、いつでも相談に応じますので、遠慮
なくご連絡ください。

鴨来荘せせらぎの里
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鴨来荘グループホーム かもグループホーム かも
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所長　実重一正

所長　永田恵美子

所長　青戸一雄

所長　木代　操

ひだまりの里ふべひだまりの里ふべ

　ひだまりの里ふべも今年の４月で春夏秋
冬を経験しました。振り返ればアッという
間だったような気がします。皆さんと、とっ
とり花回廊やループ橋、道の駅などなど、
沢山の場所へ出掛けたり、こんにゃくを手
作りしたりと皆さんの持っている力を十分
に発揮してもらっています。

　最近のふべの流行り
は折紙です。様々なも
のを作ることで会話も
弾みますし、指先の運
動にもなっています。
これからも、一人ひと
りの「したいこと」「で
きること」を行ってい
きたいと思います。そして、地域の人たち
ともっと多くのかかわりをもち、地域に根
付いた場所「ひだまりの里ふべ」を目指し
ていきます。

あかえこども園あかえこども園 園長　永見育代

　平成29年度４月１日から、幼保連携型認定
こども園「あかえこども園」への移行と同時に、
安来市より 施設の譲渡を受けました。それに伴
って、施設の大規模改修工事を６月より着工し、
来年１月までの工事期間を要するリニューアル
工事を行っています。ご不便をお掛けしますが、
ご協力のほどよろしくお願いします。また、これまでと同様
に赤江保育所の伝統を継承しながら「地域の中のあかえ
こども園」となれるよう日々努力していきたいと思います。
変わりませずお力添えよろしくお願いいたします。
　６月のある日｠「今年はふたばとあかえの子はいつ植え
に来るかね？」新緑の季節になると芋の苗植えにと毎年声
を掛けてくださる地域の方がおられます。今年もゆり組の
子どもたちが、ふたばこども園のくま組さんと一緒に芋苗植えに出かけました。子どもたちは教え
ていただいたように植えようと、小さい手で優しく土をかぶせていました。本物に触れさせてもらえ
る貴重な体験を頂いていること、また地域の方との温かい関わりのなかで子どもたちが育ってい
ることを改めて感じる機会となりました。この一本の苗からどんなふうにさつま芋ができるのかな？ 
秋が楽しみです。

手づくりで
す！

　鴨来荘のご利用者は、いくつになっ
ても向上心を忘れず、それぞれ自分に
あったクラブ活動に参加し楽しんでお
られます。
　外部から講師の先生に月１、２回来
て頂き、クラブ活動を通して自分磨き
に余念がありません。その中でも陶芸
クラブは、器や置き物、オブジェ等幅
広い作品作りを展開し、毎年地区の文
化祭にも作品展示を行っています。
鴨来荘の玄関にも作品を飾っています
ので、来所の際は是非ご覧ください。

　ホーム内は皆さん元気よく和やかな雰囲
気で日々の生活が流れています。自分ので
きる事、やりたい事を充分に発揮して諸行
事や活動へ取組んでいます。かもの一大行
事の一つである夏祭りは、昨年は地域の
方々のたくさんの参加があり、地域ならで
はのかかわり方ができたと喜びました。
又、職員と共に毎日の食事作りや洗濯物干
しなどの手伝いを積極的に行ってもらい、
生活の継続ができるよう支援しています。
ご利用者の皆さんの、「できること」を分
担しながら日々の生活を送っています。

　ご利用者の自立支援に向けた効果的な
機能訓練等の一環として、事業所の外に
でかけて、季節を感じながら心身のリフ
レッシュを図り、また地域社会とのつな
がり意識を高めるなどを目的に外出支援
を行っています。
　四季の風景を見ながら、ご利用者同士
でお店に出かけて、自分の好きな品物を
選んだり、初めてパフェを食べたり、また
その代金を自分で支払う時などの生き生
きとした姿を見ると、遠ざかっていた当た
り前の日常生活を取り戻すことが、如何
に新鮮で感動的であるかを痛感します。
　これからも、ご利用者と一緒に楽しい
計画を立てて実施します。

　ひだまりの里では毎日ラジオ体操を行って
います。また、看護師が個別にロコ体操（個
別機能訓練）、月に１回ですがボランティア
さんに来てもらいセラバンド体操を行い、体
力づくりをしています。その甲斐あってか、
皆さんとても元気に毎日を過ごしておられま
す。
　また、加納美術館への小遠足や気軽な外出
で四季折々を感じてもらうことを心掛けてい
ます。多くのボランティアさんに来ていただ
いて、大正琴や安来節といった演芸を披露し
てもらったり、地域のミニサロンの会場とし
て利用してもらい、地域の皆さんとの交流の
場としても活用しております。
これからも地域に根
付いた場所「ひだ
まりの里」を目指
していきます。




