
今回は、各事業所で行われた納涼祭の様子をご紹介いたします

居宅事業部責任者 就任のごあいさつ

この度、はからずも当居宅事業部責任者の大役を仰
しい手、ゆめてらす三軒茶屋から参りました長岩です
のことでもあり、まったく白紙の状態で、なにも存じませんが
は極めて順調に進展しており、それもひとえに前任西責任者
協力のたまものと、深く敬服するとともに喜びにたえません
業方針を受け継ぎ、香取常務のご指示にもとづき、皆様
のご支援を得て、業績を向上させ、当居宅事業部の発展
じます。

私の任務は、常にフレッシュな気持ちで向上を求め
ます。働きがいとは、①働くことに意義を見出すこと
存在意義＝居場所の確保こそ働きがいが高まると存じます
現場ニーズを正確に把握し、それに迅速かつ的確な支援
重ね、少しでも地域の発展のお役に立ちたいと考えております
皆様のご指導がいただけますよう、よろしくお願い申

かわいの家 建設状況

かわいの家 内装

玄関フロアは、高級感と開放感のある空間になっています
ユニット型（※）のかわいの家は、ご利用者のニーズにお
設けました。内装も、フロアごとに異なっています。

※「ユニット」とは、施設の居室（個室）を10人程度のグループに
ニットごとに日常生活を送ります。少人数の家庭的な雰囲気の中で生活
ことができます。

平成２２年４月開所予定の、特別養護老人ホーム
の家」は、現在計画通り順調に建設が進んでおります

「かわいの家」は
クリート３階建ての
すでにコンクリートの
みができています
内装工事にも着手
に向けて工事が進
ます。
下記の通り内装イメージも
できあがりました
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はじめまして、こんにちは!
山村由実子と申します。
等々力の家に入社して特養の入浴専
任として３年、介護ヘルパーとして2
年半となりました。

日々、貴重な経験をさせていただいております。
研修当時に｢自分の親に受けさせたい介護を｣とのお
話がありました。
この一言は私の原点となっています。人生の大先輩
とふれあえる素敵な仕事！今後も｢真心｣をモットー
にご利用者様の健康をお守りできるよう、努めてま
いります。

リレートーク

山村 由実子（等々力の家）

フロア装飾の手工芸作品『風
鈴』や、調理プログラム『焼そ
ば』が夏気分を高めました。盆
踊りやゲームでは、ボランティ
アやご家族の皆様の笑顔も沢山
拝見できました。

霧ヶ丘

弥生デイ

平成２１年度

今年は盆踊り、スイカ
ルーツバイキングなどを
した。全員で浴衣や
学生ボランティアさんや
子さんが来てくれたり
り上がりました。

手作りの御輿と大うち
わ、担ぎ手も誘導もす
べてご利用者です。看
板はペットボトルのふ
たを貼り付けました。
ちょうちん80個も手作
りです。お昼は手作り
のトン汁とおにぎり
セット。おやつはバナ
ナパフェでした。

恒例納涼祭は3日間開催
しました。食べて遊ん
で踊ってみんなで楽し
みました。
流しそうめんも好評で、
食後でもペロリといけ
ました。

内山 恵里（デイホーム宮前ふれあいの家）

リレートーク

等々力デイ

奥沢

納涼祭の様子

スイカ割り、フ
ルーツバイキングなどを実施しま

や半被を着たり、
ボランティアさんや職員のお

てくれたり、大いに盛

宝塚を思わせる“コハナ”という
ボランティアの方や、近隣小学校
の天鼓隊、職員のフラダンス披露
で盛り上がりました。また、職員
は全員浴衣姿で、ご利用者にも楽
しんでいただきました。

昔懐かしの屋台や景品を
かけた輪投げ・射的など
など、大興奮の一日でし
た！今年は ご利用者の
ご家族もボランティアと
して参加してくださり、
一緒に踊ったり笑ったり。
感謝感謝です！

ご利用者・ご家族だけで
なく、１Ｆの“さぎ草”
や地域の多くの方のお手
伝いに支えられて開催い
たしました。
これからもデイホーム奥
沢は地域と連携をとって
運営して参ります。
みんなのこの笑顔を永遠
に！感謝感謝。

奉優会４年生の内山です。宮前では
認知デイを主に担当しており今まで
以上に『認知症』というものを知り、
考えるようになりました。まだまだ
わからないことばかりですが、その

わからなさと奥深さに今はすっかりはまっています。
また今年の夏祭りでは職員でフラダンスを披露し、
「踊る」楽しさにも目覚めました。夢はアルツハイ
マーでもなんだか楽しそうな新潟の祖父と、80歳を
過ぎてもフラや社交ダンスを踊り続ける横浜の祖父
母のようになりたい！･･･のですが、地味ながらかな
り高いハードルであろうと思う今日この頃です。



亀崎 奈津美（練馬区立豊玉高齢者センター）

リレートーク

弥生高齢者福祉セン
ターでは、今年は焼
そば屋もオープン。
大好評で瞬く間に売
り切れました。
すいか割りも大盛り
上がりでした。

デイ・ふれあい館合同の納涼祭。
模擬店はフランクフルト、あんみ
つ、鈴カステラ、ゲームは射的、
ヨーヨー釣りを楽しみました。
ジャンボうちわを仰ぎ、「ワッ
ショイ！ワッショイ！」と皆元気
でした！

写真コーナーでは、
と笑顔でハイ、チーズ
性職員がねじりはち
では、お馴染みのコーナーの
探しや景品釣りも行
のボランティアも来
う間の１週間でした

目黒区高齢者セン
ターは、はじめての
納涼祭。コーラスや
ハンドベルのサーク
ル発表会や、ボラン
ティアの方の落語で
盛り上がりました。

弥生高福

目黒

今年の納涼祭は、各事業所オリジナルのゲームや出し
た。また、地域の方やボランティアの方が来てくださり
施設が地域に根付き、親しまれているのは、とても嬉
りがとうございました。そして、納涼祭を成功させてくださった

皆さま、初めまして！亀崎奈津美と申
します。私は奉優会に入社して、今月
でちょうど、丸三年になります。あっ
という間でしたが、入社してから毎日
が発見と勉強で色々なことを吸収でき

た三年でした。私は生まれも育ちも練馬区で、良くも
悪くも、ここしか知らないのですが、私より何十年も
前から練馬区で生活されているご利用者と毎日冗談を
言い合いながら、楽しく業務に励んでおります。奉優
会の皆さまも是非私の地元である練馬大根で有名な練
馬区へ遊びにいらして下さい。緑あふれるとっても良
い所ですよ。いつでもご案内致します。理想のタイプ
はデンゼル・ワシントンとB‘ｚの稲葉です。

こんにちは。5月に入職しました青池聡
子と申します。地域包括支援センター
のスタッフとして約１０年間勤めてきま
した。この仕事を始めてから何よりも感
じるのは、一日一日が濃い！ということ
です。刺激的な仕事で飽きません（笑）。

振り返ってみれば早１０年とも言えますが、やっと
１０年という感覚の方がしっくりきます。ここまで
たどり着けたのは、今まで出会えた職場のスタッフ
や友人たち、ときには利用者に支えられたからこそ
です。これからも支え支えられる毎日を実感してい
きたいと思います。改めてよろしくお願いします！

青池 聡子（板橋区立仲町地域包括支援センター）

リレートーク

、好きな友達や職員
チーズ！屋台では、男

がねじりはち巻で作り、ゲーム
みのコーナーの他に、宝

行いました！和太鼓
来てくれ、あっとい

でした。

多田高齢者在宅サービス
センターでは、ご利用者
のご家族やボランティア
の方がたくさんいらっ
しゃいました。
ゲームや食べ物、歌や踊
りでご利用者の皆さんが
楽しんでくださいました。

この日の等々力の家は、
利用者、家族、ボラン
ティア、職員、約200名
の大賑わいで、かき氷な
どを食べつつ、盆踊りや
ヨーヨーつり等を楽しみ
ました。また、一年間で
ご永眠されたお仲間を偲
びました。

恒例の地域密着型夏祭り「高円寺
北夏祭り」を7/25.27.28で開催
いたしました。
阿波踊りを初めとした地域の少年
太鼓隊など絶大な協力を得て大変
満足な催しとなりました。ご協力
いただいた皆様に感謝です！

等々力の家

多田

し物がたくさんあり、ご利用者も喜んでくださいまし
てくださり、お祭りを盛り上げてくださいました。奉優会の

嬉しいことです。地域の皆様・ボランティアの皆様あ
させてくださった職員の皆様、ありがとうございました。



内 部 監 査 を 実 施 い た し ま す

８月末から９月にかけて内部監査が実施されております。
向上のため１８年１月にＩＳＯ９００１ 品質マネジメントシステムの
得いたしました。内部監査では、日常業務を行う中で、課題
組みへつなげているか、状況報告書や是正報告書を活用した
施→評価・分析→改善活動）が回っているか等を、実際にサービスに
が確認することで、サービスの継続的な改善・向上につなげることを
います。

奉優会では、ご利用者に継続的に満足
いただけるよう、ＩＳＯ９００１から、
右の４つの仕組みを取り入れました。

ご寄附をいただきました！

■デイホーム奥沢
ご利用者

浴衣
をご寄附いただきました。

■高円寺北
近隣にお住みの広島様

３モーター式介護ベッド
をご寄附いただきました。

中田元横浜市長が来館されました

中田元市長（写真中央奥）／香取理事長（写真中央手前）

平成２１年７月10日、中田元横浜市長が、横浜市霧ヶ丘
ザに来館されました。
当法人の運営するデイサービスの他、コミュニティハウスやイン
ド人学校をご見学され、高齢者・障害児・児童等の機能が
るケアプラザの職員へ、今後への期待の言葉を述べてくださいま
した。

世田谷区消防コンクールに参加

平成２１年９月８日、世田谷区玉川
消防署主催の「自衛消防活動技術大
会」に、等々力の家の職員が参加し
ました。
男子隊、女子隊、２号隊ともに、日
頃のチームワークと「防災訓練」
「防犯訓練」の成果を発揮し、大活
躍しました。

ありがとうございました

い た し ま す ！

。奉優会では、サービス
マネジメントシステムの認証を取

課題を着実に解決し、仕
したＰＤＣＡ（計画→実
にサービスに携わる職員

につなげることを目的として

監査部門名 日程

経営者 9月28日

品質管理責任者 9月11日

総務部 8月27日

等々力の家
デイホーム

9月29日

等々力の家 介護課 9月24日

等々力の家 看護課 9月15日

等々力の家
相談課・計画課・事務課

9月17日

等々力の家 栄養課 9月24日

【内部監査のスケジュール】

方針の
共有

人材
育成

継続的な
改善活動

業務の
明確化

されました！
丘ケアプラ

コミュニティハウスやイン
が融合す

べてくださいま

参加しました！ ～等々力の家～

緊急時を想定して、本格
的に取り組んでいます！

最後はみんなで
記念撮影。

目標管理研修を
実施しました。

２１年９月１日～４日にかけて新しく奉優
会に入職された職員やキャリアアップされ
た職員を対象にした目標管理研修が行われ
ました。
参加した職員は、目標管理の仕組みや自分
の目標管理シートの作り方について理解し
ました。事業部単位に分かれてのグループ
ワークでは、お互いが意見を出し合い、協
力しながら目標管理シートを作り上げまし
た。

編 集 後 記
ありがとうございました。

9/４に私も目標管理研修
に参加いたしました。普段
お会いできない皆さんと一
日一緒に研修を受けること
ができ、とても嬉しかった
です。奉優会の皆さんとの
和をもっと広げていきたい
です。 築山


