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金魚が何匹

とれるかな？

ビールで涼かな

好きなお面を被り

いざ縁日へ！

暑い中涼しさを求め、昭和の
雰囲気での縁日開催！！

会場でゆっくりと

エンジョイされるご利用者



施設長挨拶

日頃より、ひかり苑の事業に対し、温かいご支援、ご協力を賜り心から感謝と御礼を申し上げます。

今年度も早いもので、あっという間に４か月が過ぎてしまいました。今年は過ごしやすい春の時期が短く、立夏（5/7）

を過ぎると夏のような暑さになったり、季節はずれの台風がやってきました。近年は、ゲリラ豪雨による災害が各地

であったり、火山活動による被害があったり自然環境の変化が激しいようです。これから夏の暑さが本番を向かえ

ます。熱中症には十分に注意をしてまいります。

４月に入職した新人職員も少しずつ仕事にも慣れてきました。一人立ちにはもう少し時間がかかりますが、温かく見

守りながら教育しております。

ひかり苑の運営も概ね事業計画にそって順調に事業を進めております。大きな改修工事を計画に基づいて、今進め

ているところです。一つはご利用者の居室のトイレの改修です。今まで流れが悪くトラブルが多かったので、新しい

ものに全室取り替えました。これはすでに終了しております。もう一つは、施設内の照明をＬＥＤに全館取り替えをい

たします。すでに業者も決まり、工事が始まります（この広報誌が皆様のお手元に届く頃にはＬＥＤ工事は終わってい

ると思います）。他にも老朽化している部分を計画的に改修していく予定です。ご利用者に快適な環境の中で生活し

ていただくことを、第一に考えております。

これから暑さも厳しくなりますが、皆様が元気で毎日を安心して楽しく過ごしていただけるように、職員一同取り組

んでまいります。

ひかり苑 施設長 南山 徳英

ひかり苑夏の風物詩

「緑のカーテン」で暑い夏を乗り切りましょう！

外部講師を招き、内部研修で「褥瘡と紙おむつ」を学びました

七夕飾りでご利用者に元気を！！



施設の料理シリーズ

カレーライスって子供から大人までみんな大好きなメニューのひとつですよね。ひかり苑でもカレーライスはとて

も人気で、「豪華な松花堂弁当より、カレーライスがいい！」と言う意見があるほどです。また、ひかり苑のカレー

ライスは法人内でもおいしいと評判なんです。そのカレーライスの仕込みをご利用者に手伝っていただきました。今

回は玉ねぎ10kg（約100人分）と人参2kgの皮むきです。新玉葱で皮が薄かったのですが、皆さん器用にむいてい

ました。作業中は必死だったのか皆さん無言でしたが終了後は談話を楽しんでいました。

ご利用者にむいてもらった野菜は翌日のカレーライスに使いました。

自分も手伝ったカレーライスを食べて皆さん大満足でした。

管理栄養士 相馬 君代

カ レ ー ラ イ ス

作業前の手洗い中

お疲れ様でした！
終了後、みんなでお茶しました～。

人参もまかせとけッ！

カレー（華麗）に出来上がり

ひかり苑カレー作りのポイント

①にんにく、生姜を刻んで炒める。

②具はよく炒めること。

③ルーは2種類を同量の割合で混ぜる。

（ルーの種類は企業秘密です…）

④カレーパウダーを乾煎りし、香りと辛さ

さを調節をする。

⑤丁寧に（愛情をこめて）つくる。

カレー作成中

意外と楽しいわねー



生活相談員便り （ショートスティ）

先日久しぶりに抹茶を点てて、いただきました。

夏のお茶はお湯の温度を低めにし、茶碗などでも涼しさを感じて飲めるように工夫します。

介護にもそんなちょっとした気配りや工夫がもっとできないものだろうか？と思いました。

私は介護職員から生活相談員のショートステイ担当となり、特養に入所されているご利用者も以前そうだったように、

ショートステイをご利用いただいている方々が、在宅での生活において、ご家族とともに大変な苦労をされているの

を見させていただいています。

そのため、ショートステイご利用の皆さんの要望にはできる限り誠実に対応し、ひかり苑のショートステイをご利用い

ただくときは元気いっぱいに生活していただくよう、そして笑顔で在宅の生活に戻っていただきたいと強く思うよ

うになりました。

私は、そんなショートステイを利用していただけるよう心理面・環境面から総合的に生活のお手伝いをさせていただ

きたいと考えています。

そのためどうするべきかは、決定的な答えは簡単には出せませんが、お茶にはお茶の心があるように、介護にも

介護の心があるとするならば、ご利用者への尊敬と思いやりの心を大切に、その裏づけとなる介助技術や相談業務

の習熟に日々精進してゆきたいと考えています。

生活相談員 見澤 寿明

ショートの送迎に利用されている車。

車イス対応ですので、安心してショートステイ

のお泊りができます。



機能訓練指導員便り

車椅子清掃

東大和三中ふれあい体験（6名参加）の中で車椅子清掃を体験していただきました。車椅子の構造やスチームクリー

ナーの取り扱いを習得して頂き、30度という気温でしたが青空の下でご利用者の笑顔を思い浮かべながら実際に

お一人ずつ実践して頂きました。

ご利用者の食べこぼしにより車椅子部品のネジや溝に食べかすが挟まり汚染、腐蝕、ブレーキや車輪の機能に影

響を与えます。スチームクリーナーで汚れを浮かせ、小ブラシで掻き出し、最後にタオルで拭きとれば完了です。

写真の様に綺麗になった車椅子に気持ち良く座っているご利用者を見て大満足感と安堵の気持ちに浸っておりま

した。

ボランティアとは、単に慈善活動ではなく、自己を高める(成長する）ための社会貢献ということを、体験を通じて

理解して頂きました。

機能訓練指導員 村上 誠

清掃活動の状況

＝清掃後＝

汚れが取れすっかり綺麗に！！

清掃手順の説明

＝清掃前＝

食べこぼしや経管栄養剤等による汚れが沢山付着

スチームクリーナーの圧力で吹き飛ばす



行 事

≪端午の節句≫

端午（たんご）は五節句の「端午の節句」「菖蒲の節句」とも呼ばれ

ています。

日本では端午の節句に男子の健やかな成長を祈願し、各種の行事

を行う風習があります。鎧や兜を飾る意味は、「男の子を事故や病

気、災害などから守ってくれますように」という願いを込めて、飾る

ようになったそうです。今年は正面玄関に飾りました。

鯉のぼりには、人生という流れの中で遭遇する難関を鯉のように

突破し、立身出世して欲しいという願いが込められています。

今回は、中庭に泳ぐように飾りました。

介護職員 橋本 信明

七夕

ご利用者や職員に短冊に願い事を書いて頂き、折り紙や

色画用紙で飾りを作りました。模造紙に華やかに飾り付け

し、南北各食堂や居室内、介護職員室前等フロア全体を七

夕飾りで、華やかに飾り付けました。

７月７日、七夕当日の昼食は、七夕ちらしや三色そうめん汁

とデザートに七夕ゼリーをお出ししました。

午後は生活リハビリがあり、その中で七夕にちなんだ曲を

歌いました。星にちなんだ曲は意外とたくさんあり、季節を

感じられ楽しい一時を過ごせたと思います。

介護職員 後藤 由紀

夕涼み会

ご利用者に季節の移り変わりを感じていただくために、夏祭りの

雰囲気を味わっていただこうと、ひかり苑の中庭にて７月２９日（水）

夕涼み会を行いました。

コンセプトは「昭和の縁日」で、金魚すくい・射的・駄菓子屋を楽しん

でいただきました。射的は今回初めて行いましたが、みなさんとて

も楽しそうにお目当ての景品を狙っておられました。

焼き鳥やスイカ、アイスクリームなどを調理員の皆さんが準備して

下さり、職員とご利用者が一緒になって味わっていました。

あるご利用者は「普段飲めないビールが飲めるとあって、ついつ

い３杯も飲んでしまったよ」と嬉しそうにおっしゃっていました。

また来年もご利用者に喜んでいただけるように、準備していきた

いと思います。

介護職員 加藤田 寛道

お部屋、食堂に飾り付けし

ご利用者も願い事添える

羽ばたく鯉のぼりを見て

幼かった頃を思い出し、

節句を楽しむご利用者

夕涼み会の

ヒトコマ

おいしいねぇ～

当たれ！



ご利用者紹介

作間 悦子さん 93歳 大正１１年２月６日生まれ

作間さんは常に職員にいたわりの言葉をかけてくださる、とてもお優しい方

です。食事の際には、付き添いの職員に食事を取ったのか、いつも気遣って

くださいます。また介助の際にはとても丁寧にお礼の言葉を下さり、職員の

励みになっています。フルーツがお好きで、毎日フルーツジュースを召し上

がっておられます。そんな作間さんはどこか優雅で、立ち居振る舞いの所作

にセレブを感じます。これからも元気でお過ごしいただき、私たち職員を魅

了し続けてください。

介護職員 加藤田寛道

関口 弥太郎さん ８４歳 昭和６年３月２０日生まれ

関口さんはいつも穏やかで、落ち着いた印象の方です。

炭酸飲料を好まれ、冗談を言われたりと随所に若々しさが感じられます。

私達職員も関口さんとの会話を楽しみにさせていただいております。

これからも楽しく過ごしていただけるよう、職員一同奮起して参りますので、

関口さんもお元気に過ごしていただけたらと思います。

介護職員 水木祐輔

職員紹介 / 退職・新入職

退 職

介護職員 井上 吉徳

６月末日でひかり苑を退職しました。

３年半前に入職し、たくさんの素晴ら

しいご利用者、先輩・同僚達と出会い

ました。このひかり苑での経験を踏ま

え、これからの自分の人生に活かして

いきます。

ありがとうございました。

介護職員 高浜 有里

新社会人で入社して、4年６か月働か

せていただきましたが、この度6月末

で退職しました。皆さんと音楽を楽し

んだり、楽しく過ごしたりと、とても学

ぶことが多かったです。

ありがとうございました。

入 職

介護職員 船山 紳司

縁があって５月からひかり苑でお世

話になることになりました。知らな

いことばかりで介護をいちから教え

て頂いてます。毎日が悪戦苦闘の

連続で、ようやく２か月が経過しま

した。介護職員として胸を張れる日

を目指して励んでいこうと思います。

介護職員 安田 香月

７月から特養で働いている安田香

月です。介護の仕事は初めてで、分

からないことも多いですが、先輩方

に助けられ、毎日沢山学ばせてもらっ

ています。ご利用者の笑顔を引き

出せるような介護職員めざし頑張

ります。宜しくお願いします。

介護職員に

気遣う作間さん

冗談を言われ

楽しませてく

れる関口さん



２７年度 ７月 ～ ９月 予定

編集後記

今年の夏は例年よりも猛暑日が続いています。熱中症には十分注意し、水分を多くとって、乗り切りましょう。

政治では安全保障法案が衆議院で可決。憲法学者の大多数が憲法違反と訴え、巷では法案反対・廃案と

デモ、集会が全国的に起きています。入所されているご利用者の中にも悲惨な戦争体験している方もおられる

と思います。今まさに、この問題を真剣に考える時ではないでしょうか？ 広報委員
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