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【講師】 加藤 卓朗 先生

埼玉県済生会彩光苑
〒344-0051

【講師のご紹介】

【日時】 平成２０年５月２２日（木）

済生会川口総合病院 皮膚科 主任部長

１３時３０分～１５時３０分

医師 加藤 卓朗 先生
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昭和５４年 東京医科歯科大学卒

【定員】 ８０名

電話 048-755-2111
発行者／所長 田嶌
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(東京医科歯科大学非常勤講師)
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専 門：皮膚真菌症、アトピー性皮膚炎、
乾癬などの皮膚科一般、漢方治療
資 格：日本皮膚科学会・専門医・代議員

★お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡下さい。

所 属 日本医真菌学会・専門医・評議員
学 会 日本東洋医学学会・専門医

【お申し込み・お問い合わせ先】
彩光苑介護実習・普及センター
TEL:０４８-７５５-２１１８

国際医真菌学会
日本臨床皮膚科医学会・支部役員

FAX:０４８-７５５-２１１９
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ボランティア交流会
ボランティア交流会のご
交流会のご報告
のご報告

平成２０年３月５日、今年度２回目の彩光苑ボランティア交流会を
開き、施設の現況報告やボランティアの方々と職員との懇親を深めま
した。
夏期においては細菌（サルモネラ、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７等）に
を伴い、抵抗力の弱い高齢者、乳幼児は重篤な状態になることがありま
す。また、高温多湿の夏期に発生が集中します。

化している介護職員の人材不足が解消されていない。入居者様へのサ
ービス水準を確保しながら、さらなるボランティアの方々のご協力を
お願いしたい」と挨拶しました。
この後、洗濯たたみボランティアで４００時間突破の「豊野ちぐさ
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使用）
予 防 の 三 原 則 ： 菌を｢つけない｣｢
つけない｣｢増
｣｢増やさない｣「
やさない｣「菌
｣「菌を殺す」
苑では夏に向け、ご面会時の生ものの持込をご遠慮させていただきま
す。同時におやつなどの持込は職員がお預かりし、管理させて頂きます
のでご協力よろしくお願いいたします。
なお、体調不良時のご家族のご面会は引き続きご遠慮ください。

会」
、同３００時間の「舞美ボランティア」
「春日部市食生活改善推進
協議会」に感謝状が贈られました。さらにアトラクションとしてクロ
ーバーさんにオカリナ演奏、民謡クラブさんに三味線の演奏をご披露
して頂き、立食形式の懇談会に臨みました。
なお、彩光苑では新年度からボランティアさんの送迎も実施するな
ど、ボランティアの活動が継続しやすい環境整備に力を注いでまいり
ます。

施設の理念
初めて広報誌を作り担当
しパソコンの便利さと楽し
ソコンとの戦いで夢にまで
出てくるほどでしたがなん
とか無事仕上げる事が出来、
ホッとしています。
今回は全体に「ぽかぽかの
春」をイメージして作りまし
た。隅々まで「春」を感じな
がら読んで頂ければ幸いで
す。それでは、夏号に向けて
南の島に撮影に行ってきま
す。

るように福祉の面からささえます

春日部市内牧公園内にて
４月４日（金）
、満開の予想は見事に的中。雲一つない青空の中、今年になって２回目、ケアハウス入居者様の苑外レクが行われ
ました。今回の企画は「お花見＆撮影会」ということで、参加できなかった入居者様にも、
「桜」を写真という形でお届けしようと
カメラを握る手には自然と力が入ってしまいました。
「みごとね～。
」
「すごくきれい！」と同じような言葉が散策の中から、次々と
飛び交い、整列し歩いていてもすぐに隊列は崩れてしまうありさまでした。桜だけでなく、道端にひっそりと咲く草花にも触れる
ことができ、屋外ならではの楽しいひと時を堪能できたと思います。
今回の苑外レクは、入居者様一人ひとりの心がけと、そして、歩行の手伝いなどお互いに気遣うことで時間内に怪我もなく終了
することができました。今後も苑外のレクを、できるだけ増やしていきますので、
「参加できる体力づくり」を日々の生活課題とし
て持ちつづけていただけることを願っています。

基本方針
【介護老人福祉施設】
◆家族や地域の人々とともに、一人ひとりを大切に寄り添うケアに努
めます

◆利用者のみなさまが、安全で安心して暮らせる環境を整えます

【ケアハウス】
◆利用者のみなさまの声を大切にし、いつまでも自立した生活が出来
るよう支援します

◆食事や入浴のサービスを通して、健康的な生活をささえます

【介護実習・普及センター】

平成 20 年度 彩光苑 介護実
習・普及センター「介護講座のご案
内」が追加されました。インターネ
ットのホームページでも当苑の
様々な情報を配信してまいります。
彩光苑だより「ふれあい」ともども
よろしくお願い致します。

◆高齢社会をみんなの手でささえていけるよう、ニーズに合った介護
の情報を提供します

（介護・菅原）

新しい情報
しい情報が
情報が入りました

私たちは、地域の人々と手をつなぎ、高齢者が尊厳をもってくらせ

さを知りました。連日連夜パ
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よる食中毒への注意が必要です。症状は腹痛、嘔吐、下痢、時には発熱

田嶌所長は「事業収支は順調に推移しているものの、今、社会問題
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★都合により講座の日程が変更される場合があります。

彩光苑

検索

園芸部長の
園芸部長の小久保さんが
小久保さんが育
さんが育てている花
てている花々

彩光苑の中庭にも春がやっ
て来ました。白木蓮、梅、桜。
。
。
と春に向けてたくさんの木々
や花が色を付け始め、とても
賑やかな庭になってきまし
た。まだ少し寒い早春でした
がボランティアさんと中庭へ
散歩に出て白木蓮の下で写真
を撮りました。
「白木蓮、綺麗
だったよ！」と、職員に嬉し
そうに話してくれました。

男前の角田さん

ボランティア紹介
ボランティア紹介
平成２０年度「済生会彩光苑」の行動計画の骨子は、①スローガンとして「５Ｓ活動」の推進、②健全経営の推進、③介護サービスの
向上、④人材確保、⑤地域連携の推進です。各目標の具体的施策につきましては、別途一覧にして苑内に掲示してありますのでご参
照ください。
中でも、④の人材確保につきましては、介護職員の人手不足が全国的に深刻化しています。特に、首都圏など大都市で深刻化してい
ます。埼玉県内も同様でありまして、福祉分野の県内有効求人倍率は、２．１９倍（平成１８年度）と全国平均（１．３４倍）を大きく上回っ
ています、また、介護職員の離職率は、２割を超える高い数値になっています。主な要因として、賃金の低さや仕事の大変さといった厳
しい労働環境、有資格者（ヘルパー等）が実際に職に就くのは約３割、将来に不安がある、比較的若い女性労働者が多く労働力が不安
定、福祉系学校への志願者が減っているなどがあげられます。今後ますます高齢者が増えていく状況の中で、お年寄りの生活を支える
介護職員の重要性はますます高まるばかりです。
高齢者福祉施設を運営する者としましては、良質な介護サービスの提供と施設運営を円滑に保つためには介護人材の確保が大前提
になります。彩光苑は、将来の人材育成も含め、介護職員の地位向上に向けて、介護報酬の引き上げ、介護職員の賃金体系づくり、潜
在ヘルパーに対する研修及び、小・中・高校生の福祉体験授業の実施に向けて行動してまいります。
高齢者介護の環境は、上述のように非常に厳しい状況におかれていますが、引き続き信頼される施設を目指して、職員が一心同体
となって頑張ってまいる所存です。今年度も皆様方には、変わらぬご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げまして新年度にあたり、
ご挨拶に代えさせていただきます。
彩光苑所長 田嶌 襄

去る、３月７日（金）彩光苑所長の手打ちうどんがケアハウス入居者
様の昼食としてふるまわれました。この企画は入居者様のご要望により
年１回、特養及びケアハウスの入居者様に食べていただくもので、今年
で 4 回目となりました。今年は都合によりケアハウスの入居者様にふる
まわれました。当日、田嶌所長は朝から５０人分のうどんを一人で打っ
たり、切ったりの大奮闘でした。
入居者様からは「やはり手打ちうどんは格別だ！！」と満足の声
声・・・。皆様から「ご苦労様」とねぎらわれ大好評でした。今度は是
非そばに挑戦して欲しいとのご意見も頂きました。

ケアハウス食堂にて

今回は桜の季節にちなんだ名前を持
つ、桜樹会さんをご紹介します。
桜樹会のみなさんは彩光苑で活動を
してくださっているボランティアさん
です。メンバーの中でも長い方は２０
年以上、彩光苑が東光園だった頃から
活動を続けてくださっています。活動
は月に２回で、入居者様とのお散歩や、
カラオケ等のレクリエーションを行っ
ています。その他の日にも苑を訪れ、
洗濯物たたみをしてくださっていま
す。
右の写真は特別養護老人ホーム入居
者様１０名を苑の近くにある内牧公園
にお散歩に連れて行ってくださいまし
た。入居者様一人ひとりにボランティ
アさんが付き添い、公園までの道のり
をお話しながら車椅子を押して進みま
す。道端に咲いている花を、立ち止ま
って入居者様に見せながらゆっくりと
歩かれていました。公園に着くと、季
節の童謡や歌謡曲などを歌い、賑やか
に盛り上げてくださいました。
今年度もよろしくお願い致します。

春日部市内牧公園内にて

名前：加藤 和恵
一言：利用者と家族の方が安心していただける様、頑張ります。
部署：介護担当
趣味：編み物、旅行、ゴルフ
入職日：２月１日

２月２１日（木）まだ、寒さ厳しい時期にもかかわらず、その寒さを吹き飛ばしてくれる
パワーを運んでくれた、豊春中央保育園の園児の皆さん。
今回、１０演目のお遊戯を披露していただき、入居者の方々は、息子さんや娘さんの子供
の頃を思ってか、それとも、ご自分のお孫さんにその姿を重ねていたのか、演技を見る眼差
しには温かさがあふれていました。中でも、おじいさん役の園児が杖を持ち、腰を曲げ、時
に上を向いて腰を「トン、トン」と伸ばしながら歩く場面、おじいさんの雰囲気が演技され
ていて思わず苦笑するとともに感心させられてしまいました。彩光苑の入居者の方々からの
「また、来てね」という言葉にニッコリと笑顔で答えてくれた園児の皆さん。
次の来苑を楽しみにしております。

名前：上田 和則
一言：頑張ります
部署：介護担当
苦手なもの：泣かれること
入職：２月１９日
名前：高橋 祥平
一言：笑顔を絶やさず頑張ります
部署：介護担当
マイブーム：500 円玉貯金！上下にゆらした時の音がたまりません
入職：４月１日
名前：小林 亜友美
一言：精一杯頑張ります

２月３日（日）１４時。特別養護老人ホームで豆まきが行われました。今年の年
男・年女（松澤さん、相川さん、泉さん、池田さん）を中心にして、１５名ほどの
利用者が参加されました。
鬼の格好をしたスタッフが登場すると、普段、もの静かな利用者さんも目を大き
く見開き、びっくりした顔や笑顔がたくさん見られ、とても楽しい時間を過ごす事
ができました。

部署：介護担当
夢：四国八十八ヶ所のお遍路歩き
入職：４月１日

自然な笑いの時には顔の筋肉から０．２秒遅れで腹筋が動くが、作り笑いだと０．７秒遅れになるそうです！！
いつもニコニコ笑顔で楽しく過ごしていればメタボ解消になるかもしれませんね！

