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東村山消防署より「自衛消防訓練効果確認」の

最優秀賞として、ひかり苑が表彰されました！！

防災委員が頑張り、

施設の消防訓練を牽引

銀川東村山消防署長から表彰状を

贈られるひかり苑防災委員



施設長挨拶

陽春の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ひかり苑は４月１日で創立２０年目を迎えます。これまでご利用者をはじめご家族、関

係機関、地域の皆様から頂いた暖かいご支援に心から感謝と御礼を申し上げます。

初心を忘れず、ご利用者の自主性・個性や人権を尊重し「親切・丁寧・誠実」をモットー

に、これからも職員一同さらなる努力をしてまいります。

今年はオリンピックイヤーです。日本選手がリオの舞台で活躍してくれることを期待し

たいものです。五輪（リオ）からスポーツから「元気・パワー・楽しさ」をいただき元気に

過ごしたいと思います。

平成２７年度は介護保険法の改正、介護報酬の改定など施設経営において大きな影響

がありました。また、ご利用者への虐待事件や介護職員の待遇から、人材不足が大きく

報道され介護業界では厳しい状況におかれた１年でした。ひかり苑では今年度もしっ

かりとした経営基盤をつくり、安全で安心して過ごしていただける環境を作って、安楽

で安定した生活を提供していきます。

昨今、社会福祉法人（施設）の地域（社会）貢献がさけばれ、誰もが住み慣れた地域で

生きがいを持って、安心して暮らせる地域づくり（地域包括ケアシステム）が要求され

ています。ひかり苑でもサービスの質の向上、人材育成を目標にご利用者、ご家族、地

域の皆様と連携して歩みを進めていきたいと考えています。

今年度も変わらぬご支援・ご鞭撻を賜りますように謹んでお願い申し上げます。

施設長 南山 徳英

さまざまな生活状況のスナップ

ケーキと茶話会で誕生日

をお祝いしました。
近くのレストランでランチタイム

防災訓練の一環として

非常時食を提供

「お 誕 生 会」
「外 食」

「創作クラブ」

書 道

大分上達したな～

「炊 き 出 し」

「新 年 会」を開催しました

声楽家の方とバーバーズの

皆様がお祝いしてくれました。

やはり外で

食べるのはおいしいね～

南山施設長の挨拶



施 設 の 料 理 シ リ ー ズ

平成27年10月に実施された「自衛消防訓練効果確認」の審査結果の発表が

東村山消防署で行われました。毎年、効果確認は東村山消防署員立ち会い

のもと実施されるのですが、今回は若手職員を中心に日頃の防災訓練の成

果を発表しました。

結果、ひかり苑では初めてとなる「最優秀賞」を受賞することができました。

先人の先輩職員達が積み重ねてきた訓練の成果と、今回のような若手職員

を始めとした末端の職員までがその成果を継続して、訓練に更なる磨きを

かけて取り組んでいくことが今後も重要になります。それがひかり苑のご利

用者の安心・安全な生活に繋がる防火・防災管理体制になるのではないか

と感じます。

最優秀賞を受賞はしましたが、改善すべき点はまだまだあり、今後も日々の

訓練を通して精度をあげていく必要があります。

今回の結果に甘んじることなく、ひかり苑職員一同、防火・防災管理体制を

継続して維持していきます。

消防訓練情景

防 災 訓 練
最優秀賞 表彰状

昨年度、郷土料理として様々な地域や国の料理（下の写真）を提供しました。食べたことのない味の
料理を調理することはとても難しかったですが、ご利用者が興味津々に召し上がっている姿をみると、
やってよかったと感じます。
今年度も郷土料理をはじめ、楽しめる献立づくりを行っていきます。 管理栄養士

Ｈ27.4.22 スペイン Ｈ27.5.28 北海道 Ｈ27.6.30 大阪府 Ｈ27.7.14 沖縄県 Ｈ27.8.4 中国

Ｈ27.9.25 山形県 Ｈ27.10.16 ベトナム Ｈ27.11.25 インド

Ｈ28.12.3 イタリア Ｈ28.1.29 長崎県 Ｈ28.2.16 石川県

平成28年度
楽しめる献立づくり予定

郷土料理
デトックス料理
旬の食事
各種行事食（クリスマス等）
選択食
バイキング料理
特別食（松花堂弁当） 等



介護便り

平成２８年度がスタートしました！!

今年度も新任職員の入職、南ブロック・北ブロック間での職員異動があ

り、新体制でのスタートとなっています。

昨年度を振り返ると、介護職員の離職が少なく、安定した介護サービ

スが提供できたと思います。

夕涼み会、誕生会、外食等、様々な行事もあり、ご利用者にも楽しんで

いただけたのではないでしょうか。

しかし、まだまだ、楽しいことを増やせるはず。今年度は、もっと楽しい

事を企画し、実施していきたいと思っています。

まず、今年度も安定した介護サービスを提供出来るよう、人材の育成

を行い、その上で、様々な楽しい事を企画できる職員を育成していき

たいと思います。

今年度も、ご利用者の一瞬一瞬の笑顔を大切に、職員一人ひとりが、

ご利用者一人ひとりの事を考え、毎日楽しく幸せに暮らして頂けるよ

う、頑張っていきます。

今年度もひかり苑をよろしくお願いいたします。

介護副主任

【 南ブロック 】

今年度で、ひかり苑は、２０周年という節目の年になりました。

特に特別なことはないのですが、毎年４月は人事異動や新任職員の

入職があり、また新鮮な気持ちで、介護に従事していきたいと思いま

す。

介護という仕事に対して、世間では、色々な見方をされていますが、

実際に働いている職員は、もっと入所しているご利用者に何かしてあ

げたい…。でも人手が足りなくて、歯がゆい思いをしている。そんな職

員がほとんどだと思います。職員のモチベーションを維持、向上させ、

ご利用者の思いを少しでも実現できる人材を、育てていく必要がある

と痛感しております。

今年度より、レクリエーション係ができたり、書道クラブが創作クラブ

へと変更となり、余暇活動の充実や外出支援を積極的に行うことを

目標に掲げ、よりよいケアを提供できるよう、努めて参ります。

今年度も、よろしくお願い致します。

介護副主任

【 北ブロック 】

音楽療法は毎回多数のご利用者が参加

ご利用者を和ませるボランティアの皆様

ご利用者に楽しんでもらうために

いろいろな企画を演出！

介護サービスの充実を図るため、外部講師

をお呼びしたりし、人材育成研修を毎月実施



職員異動・入職 / 退職

ニューフジホーム、フジホームを経て、今年度からひかり苑に配属になりました。

新たにショートステイの生活相談員として勤務いたします。これから勉強することが

多く、皆様にご迷惑をおかけするとは思います。

１日も早くひかり苑の戦力となれるよう努力したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

平川 祐資 ひかり苑ショートステイ生活相談員

（前フジホーム介護職員）

馬場 かなえ ひかり苑介護職員

（新卒）

今年でひかり苑に入職して早いもので１年半が過ぎました。

これからひかり苑でいろいろ先輩たちから教えていただいたことを、自分なりに工

夫して、ご利用者に力を注ごうとしていましたが、転籍の為残念です。今後はこの

貴重な体験を基に羽ばたき、新天地昭島のフジホームにて頑張ります。

短い間でしたがありがとうございました。

今年からひかり苑で介護職員として働かせていただくことになりました。

地元で小さな頃からなじみのあったこの場所で働かせていただけることを、とても

嬉しく思います。判らないことだらけで不安も多いですが、一生懸命頑張りますの

でよろしくお願いいたします。

【 異 動 】

森田 康介 フジホーム介護職員

（前ひかり苑介護職員）

【 入 職 】

４月からひかり苑調理部門にお世話になります、日高めぐみです。

３月まで国際パテシェ調理師専門学校でレストラン（食堂）と喜多方ラーメンの仕事

をしていました。

みなさんこれからも宜しくお願いします。

日高 めぐみ ひかり苑調理職員

【 昇 任 】

東京都同胞援護会には、さやま園生活支援員として入職し、その後ニューフジホーム介護職員、ひか

り苑生活相談員への異動があり、この度副主任という辞令を拝命いたしました。 人と出会い、助け合

い、つながっていくことの素晴らしさを、様々な方に教えていただきました。心より感謝申し上げます。

これからも、学び続けることを忘れずに、力の限り邁進してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

片岡 由佳 ひかり苑副主任 生活相談員



行 事

【 ひな祭り 】

２月２１日より雛人形を事務所前に飾り付けました。

飾りつけ中に「もう時期なのね」「綺麗ね」と話が聞

かれました。後日、１階に下りる機会があったご利用

者から「雛人形見たわ。綺麗だった。私の家では２段

までだったから」と話をしてくださいました。

３月３日は甘酒をご利用者に提供しました。「甘くっ

ておいしい」「これ好きなの」「もっと飲みたいわ」と

嬉しそうに召し上がっていました。普段水分をあま

り取られない方にも、たくさん飲んでいただけまし

た。

雛人形を片付ける際、「もう片付けるのね」「寂しい」

などの声が聞かれました。

また来年も雛人形を飾り、ご利用者にみて楽しんで

頂きたいと思いました。

【 お花見 】

今年、東京では3月23日に開花宣言が出され、その

後3月31日に各地満開と発表されました。

30日、31日にご利用者をお連れして、萩山公園のお

花見スポットと近所のお花見スポットへ出かけまし

た。天候にも恵まれ満開の桜の木の下、ご利用者と

共に春の訪れを存分に堪能し、ゆっくりと過ごした

時間がとても穏やかに感じられました。

【 節 分 】

今年も毎年恒例の節分がありました。

今回は生活リハビリとの合同で開催しました。

村上機能訓練士が節分にまつわるお話しをしている

と遠くの方から「ドンドン」と太鼓の音がっ！！！鬼の

登場！！皆さんリアルな鬼の姿にびっくり！「鬼は外！

福は内！」と力いっぱいに投げる人や「可哀想・・・」と

優しく投げられる方もいらっしゃるなどそれぞれに節

分を楽しんでいらっしゃいました。

【 近隣施設カラオケ大会 】

３月２５日「近隣施設カラオケ大会」が多目的ホール

で行われました。近隣施設からも多くの参加者が集

まり、ひかり苑からもご希望されたご利用者が参加

されました。ひかり苑では昔から併設のサンホーム

と合同で、毎月カラオケを行っています。今大会で

は、その成果をお披露目する絶好の機会となりまし

た。満を持して十八番の曲をエントリー。その成果を

近隣施設の方々の前で披露されました。みなさんと

ても上手に歌われ盛大な拍手をいただく結果とな

りました。ひかり苑からは３名の方が賞をいただく

ことができました。残念ながら賞をいただけなかっ

た方も、応援に参加された方もたいへん楽しまれた

ご様子でした。大会後、会場から自室に戻られる際

にも、みなさん興奮冷め止まぬご様子で嬉し恥しと

いったご様子で、頬を紅く染めておられたのがとて

も印象的でした。



ご利用者紹介

佐藤 信子さん 大正１５年生まれ

「風邪引いていない?」「肩凝っていない? 肩凝っていたら、マッサー

ジしてあげるわよ。」とお部屋に伺うとやさしい言葉をかけていただ

いています。佐藤さんは北海道の室蘭で生まれ、２０歳まで過ごされ、

その後、東京に来られ、理容師をしばらくやっていたそうです。

食べるものでは、魚は何でも好んで食べられ、特に刺身が好きだそう

です。現在、８９歳ですが、とても若々しくお元気で、いつまでもお元気

に過ごしていただきたいと思っています。

渋谷 フサさん 大正１０年生まれ

平成27年8月に入所され半年以上が過ぎました。

女で一つで3人の息子さんを立派に育て上げた、肝っ玉母さんかと思

いきや、小柄でとても穏やかなお母さんです。

お部屋で過ごされるときは、クロスワードを一生懸命されており、お話

をさせていただくと「うちの嫁さんが良くしてくれるの。」と毎回のよ

うに嫁自慢をされ微笑ましく思います。

いつまでもお元気で、私たちを癒してくださいね。

ボランティア懇親会

２月１８日に、日頃ひかり苑で色々なお手伝いをして

くださるボランティアの方々をお招きし、懇親会を

開催しました。

ひかり苑で提供しているお食事とティータイムの

お茶菓子としてカステラを皆さんと楽しく談話しな

がら召し上がっていただきました。

活動するきっかけや活動様子等、様々な話が聴け

てとても貴重な時間となりました。

今後も引き続きボランティア活動をして頂けるよう、職

員一同お願い申し上げます。



２ ８ 年 ４ 月 ～ ６ 月 予定

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

3 4 5 6 7 8 9

・生活リハビリ ・訪問歯科 ・理美容
・特別なお食事

・レク活動

10 11 12 13 14 15 16

・生活リハビリ ・訪問歯科 ・創作クラブ ・レク活動 ・ケアプラン会議

17 18 19 20 21 22 23

・生活リハビリ ・訪問歯科 ・ホーム喫茶 ・合同カラオケ

24 25 26 27 28 29 30

・春の家族会 ・生活リハビリ ・訪問歯科
・音楽療法

・防災訓練
・レク活動

４
月

６
月

1 2 3 4

・理美容 ・レク活動

5 6 7 8 9 10 11

・生活リハビリ ・訪問歯科 ・創作クラブ
・特別なお食事

・レク活動

12 13 14 15 16 17 18

・生活リハビリ ・訪問歯科 ・ホーム喫茶 ・レク活動

19 20 21 22 23 24 25

・生活リハビリ ・訪問歯科
・音楽療法

・防災訓練
・合同カラオケ ・ケアプラン会議

26 27 28 29 30

・生活リハビリ ・訪問歯科

編集後記
この冬は暖冬。しかし２月に入り寒さが本格的になり、インフルエンザＡ型・Ｂ型が猛威を振るいました。「もみの木」がお手元に届く

頃はインフルエンザも終息し、花粉症の方も大分暮らしやすくなっていると思います。これからもお身体には気をつけてください。

1 2 3 4 5 6 7

・生活リハビリ ・理美容 ・端午の節句 ・レク活動

8 9 10 11 12 13 14

・生活リハビリ ・訪問歯科 ・創作クラブ
・特別なお食事

・レク活動

15 16 17 18 19 20 21

・生活リハビリ ・訪問歯科 ・ホーム喫茶 ・レク活動

22 23 24 25 26 27 28

・生活リハビリ ・訪問歯科
・音楽療法

・防災訓練
・合同カラオケ ・ケアプラン会議

29 30 31

・生活リハビリ ・訪問歯科

５
月


