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12月 クリスマス会・そば打ち １月 初詣・新年会
２月 節分会・太巻き作り ３月 ひな祭り
※都合により日程、内容等が変更になることがあります。ご了承ください。

12月から３月までの主な行事予定12月から３月までの主な行事予定

慰問
鶉保育園　ぞう組・らいおん組
フレッショ　コスモス　会長　勝義信様
アイリーハーモニー　代表　山品文子様

ご寄贈・ご寄附
齊藤光雄様・フォーレスト福井ゴルフクラブ様・湯口道子様
港のホテル様・竹川重弘様・まつや千千様・宇野洋子様

ボランティア
尾西弥生様・片川弘子様・吉川アキコ様・浅井久子様・上田洋一様・境谷雄二様・東本静子様・吉田智子様・笹原輝美様

敬老祝賀会
苑内のイベント紹介（８月～11月）
職員紹介
お誕生日ご紹介　他
各事業所に寄せられた、ご意見、ご要望、
ご提案、苦情等の件数及び内容
合同避難訓練　他
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………4-6P
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物故者法要

合　同　避　難　訓　練合　同　避　難　訓　練

平成26年9月24日
　教應寺の奥田先生をお
迎えして、物故者法要を厳
かに行いました。
　職員、ご利用者様にご
焼香をお願いし、奥田先生
によるお説教を聞き、無事
に終える事が出来ました。

平成26年11月6日
夜間想定火災防御訓練を行いました。臨海消防署員や鶉地区の消防団員職員
含め85名の大掛かりな訓練となりました。特別救助隊の普段の訓練では行わ
ないような避難訓練など行い、放水訓練も行いました。消防署員や、消防団
員、職員一丸となり、速やかに訓練を終えることが出来、消防署殿からもお褒
めのお言葉をいただくことが出来ました。

編集後記
　2年間の任期、最後の発行となりました。見よう見まね
で始まり、なにか目新しい事をしてみたいと意気込んで
はいたものの、思う様に行かず今回を迎えてしまいまし
た。
　編集委員の皆さんの協力が合ってのことと思います。
次の委員さんにもよりいいものを作って頂ける様に伝え
ていこうと思います。　　　　　　　  編集委員長　大山
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特養 デイ

鶉小学校体育大会鶉小学校体育大会

火災防御訓練火災防御訓練

コスモスドライブコスモスドライブ

秋祭り秋祭り

秋季遠足秋季遠足

秋季遠足秋季遠足

外食ドライブ外食ドライブ

ぶどう狩りぶどう狩り

誕生日会誕生日会 秋の文化祭秋の文化祭
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職員紹介 グループホームG・H

誕生日会誕生日会

越のルビー狩り越のルビー狩り

外　食外　食

ドライブドライブ

お好み焼き＆お楽しみ弁当お好み焼き＆お楽しみ弁当
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結婚しました結婚しました
田中　政子（特養介護職）

①野球観戦（ドームまでもどこまでも見
に行きます。ヤクルトファンです。）
②しし座 ③O型（まさにオー型的なあばうとな性格です。）
④初心忘るべからず
⑤一日も早く皆さんの力になれますよう
がんばります。只今ダイエット中です。

小　林　敦　子様（86歳）
宮　本　泰　代様（86歳）
竹　内　久　子様（106歳）
新　屋　典　子様（89歳）
徳　田　雪　子様（81歳）

川　西　房　子様（84歳）
橋　本　マ　サ様（85歳）
山　田　すゑ子様（88歳）
五十島　　　眞様（95歳）

1月

小　林　ツタ子様（94歳）
大　島　友　子様（93歳）
新　屋　　　馨様（93歳）
菅　谷　ツヨ子様（87歳）
堀江三郎右エ門様（93歳）

本　治　恵　子様（88歳）
前　田　重　治様（97歳）
土　屋　恵美子様（86歳）
伊　藤　友　榮様（85歳）

2月

井　上　きみ子様（90歳）
海　道　露　子様（89歳）
高　木　ハナエ様（97歳）
坪　田　千　代様（98歳）
西　願　寿　美様（90歳）
脇　　　秀　子様（90歳）
松　本　小　織様（94歳）
毛　利　文　子様（87歳）
山　崎　國　應様（94歳）

吉　川　み津ゑ様（92歳）
堀　川　　　勉様（87歳）
南　　　きよ子様（86歳）
柏　谷　美和子様（85歳）
走　坂　かずこ様（82歳）
藤　田　カズ子様（90歳）
竹　川　冨　子様（87歳）
坪　田　シゲ子様（91歳）

3月

高　山　ツヤ子様（95歳）
宇　野　艶　子様（95歳）
梅　森　康　子様（75歳）

齋　藤　正　俊様（92歳）
三ツ田　きみ子様（92歳）

12月

南　部　輝　子様（84歳）1月

小　西　つるい様（102歳）
渡　邉　義　一様（87歳）

2月

三　上　きみ子様（91歳）
野　村　たまへ様（94歳）
橋　本　まさを様（90歳）

3月

小　林　やす子様（92歳）
玉　村　をみな様（94歳）

12月

杉　原　つや子様（98歳）
増　尾　ヨシ子様（93歳）
白　崎　友　子様（91歳）
石　田　かず子様（89歳）

12月

小　林　とみを様（101歳）
小　林　好　子様（99歳）
前　田　榮　子様（99歳）
竹　内　茂　子様（99歳）
宮　本　ひさ子様（96歳）
市　川　さつき様（96歳）
桑　門　柴都子様（94歳）
斉　藤　光　子様（93歳）
水　島　ミヨ子様（90歳）
多　田　のぶを様（90歳）
玉　木　康　子様（90歳）
坂　口　アイ子様（88歳）
中　村　鈴　子様（85歳）
藤　井　喜代子様（85歳）
瀧　　　明　子様（84歳）
木　本　和　美様（83歳）
新　明　ソノエ様（82歳）

１月

上野山　英　子様（98歳）
開　道　スギコ様（94歳）
小　澤　澄　子様（92歳）
古　宅　　　孝様（90歳）
岡　山　イサヲ様（84歳）

2月

佐　藤　よねを様（100歳）
田　島　まさ江様（99歳）
前　田　波　子様（98歳）
本　多　はつの様（94歳）
鈴　木　はつい様（94歳）
奥　出　八重子様（93歳）
前　田　　　近様（92歳）
水　野　榮　子様（89歳）
四　谷　小　房様（87歳）
小　林　すみ子様（83歳）
松　永　寛　一様（82歳）

3月

特養入所者 デイサービス利用者

12月～３月生まれの方※年齢は誕生日以降の　満年齢です

お誕生日ご紹介お誕生日ご紹介お誕生日ご紹介

グループホーム利用者

平成25年度各事業所に寄せられた、ご意見、ご要望、ご提案、苦情等の件数及び内容

新人職員紹介
①趣味　②星座　③血液型
④座右の銘　⑤コメント

中屋奈緒美（特養介護職）
①お料理・お菓子作り・華道・絵を
描くこと
②うお座　③ＡＢ型
④克己
⑤「今」を大切にしたいです。後
悔するのは嫌いです。

神下　茉希（調理員）
①買い物・雑貨屋めぐり
②おうし座
③Ａ型
④石橋を叩いて渡る
⑤色々覚えられるよう頑張りま
すのでよろしくお願いします。

大久保法子（デイ介護職）
①サイクリング・工作・ガーデニング
②みずがめ座　③O型
④なるようになる
⑤利用者様の笑顔がいっぱい
になるような関わりをたくさ
ん持ちたいです！

白角　茂紀（事務長）
①釣り・ゴルフ　②うお座
③Ａ型　④誠心誠意
⑤フットワーク・チームワーク・
ネットワークを最大限に活か
し頑張りたいと思います。宜
しくお願い致します。

猪島　典子（居宅介護支援専門員）
①旅行・スキー
②しし座
③Ａ型
④子は宝
⑤先輩職員さんにならって頑張
りたいと思います。

　24年度より、ご家族様、ご利用者様の施設利用満足度を高めるため、「苦情
対応改善委員会」を立ち上げ、ご利用者様、ご家族様からのご意見、ご要望、ご
提案、苦情等を、きめ細かく記録、メモし利用者様が快適に暮らしていただく
ための、検討、改善を実施しております。
　今後とも、皆様からの貴重なご意見、ご要望等を参考に、より良い施設造り
に邁進してまいりたいと存じますので、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申
し上げます。

社会福祉法人　福 聚 会

事業所名
特養（含 短期）
通 所
居 宅
G ・ H
合 計

件数
2
10
0
2
14

内容　主なものを抜粋

▶利用者本人より、利用時、同室の方の独語やナースコールを鳴らし続けるので、夜間眠れない。又、他の利用者から怒ら
れた。
改善対応
他の部屋が空いていないことを説明し納得していただいた。又同室の利用者さんと話し相手になることで納得いただ
いた。次回利用の際は居室を配慮する。

▶利用者本人より、利用者のＡさんが隣のベッドに居るのが嫌だ、私の行動をじっと見ている。
改善対応
居室の都合上、今は居室替えできないことを伝え納得していただく。プライバシーカーテンで対応する。

▶利用者本人より、バイキング時、食事をとりに行く順番が遅く、長く待たされ食事を拒否される。
改善対応
今後食事の配膳を最初に行うようにし、今のところ本人も落ち着いて食事されている。

▶利用者本人より、前日に他の利用者が休んでいたベッドに、お菓子のクズ等で汚れていた。掃除をしてほしい。
改善対応
すぐに掃除を実施し納得して休まれる。尚、今後についてはお菓子等を持ってこないように利用者に呼びかけると共
に、毎日ベッドメーキングを実施する。

▶利用者家族より、利用時にズボンを汚し苑のズボンを借りたが、返す時色や特徴が分からない。
改善対応
今後、誰が見ても分かるように、宝珠苑と明記するよう職員に徹底した。

▶利用者家族より、利用時に入浴していないのに連絡ノートに入浴したと記入されていた。
改善対応
職員が間違って記入したもので、今後注意することで納得いただいた。尚、今後連絡ノートの記入には細心の注意をは
らい記入するよう職員に徹底した。

▶利用者家族より、他の利用者のタオルが鞄に入っていた。
改善対応
今後注意をすることで、納得いただいた。又、職員全員に利用者の持ち物については、よく確認をしてから鞄に収納す
るよう注意した。

▶利用者本人より、他の利用者のむせ込み、激しい咳払いに関して、自然に出るものをやめろとは言わないがもう少し遠
慮してほしい、病院に行くとか対応してほしい、こっちが気持ち悪くなり、ご飯もおいしくない。
改善対応
本人の話を傾聴することで落ち着かれ、病院も受診されていることをお話しする、今後咳込がひどい時には離れた場
所に居て頂くよう配慮することで、納得される。

▶利用者本人より、同じユニットのＡさんより、「ここは団体生活やでベランダに出たり、規則は守らなあかんあんたなん
て大嫌いや」と強い言葉で言われることに対して、「あんな人は初めてや、常識外れ、今まで見たことないわ、もう一緒
にご飯食べたくない」と訴えがあった。
改善対応
本人は入所して間が無い為、職員間で話し合い見守りを行いながら職員と一緒にベランダを歩くようにする。又Ａさん
には出来る事は何でも自分でして頂くのがホームの生活なので職員がついているから大丈夫ですよと、話し納得して
いただく。

なし

特
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短
期
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Ｈ

♥結婚した日♥
平成26年９月21日

♥だんな様へひとこと♥
「一緒にがんばりましょう」

♥プロポーズの言葉♥
突然…「結婚しようか」

佐藤　栄恵さん
（G・H介護職）
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