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ごあいさつ
平成27年春 医療法人、社会福祉法人 賛幸会は新人職
員23名（男7、女16）
を迎え、
さらに賑やかになりました。
この4
月より介護保険が大きく変わり、在宅復帰に向けて本格的に
舵を切られました。昨年12月、特別養護老人ホームのでらはま
ゆうの開設により、医療福祉の郷 はまゆうは、老人保健施設

老人保健施設はまゆう 施設長

はまゆう、特別養護老人ホームはまゆう、グループホームはま
ゆうの里の合計が293床となりました。各施設、診療所、訪問
看護ステーション、鳥取高齢者居宅介護支援事業所が密に連
携し、多職種協働でご利用者様の医療、看護、介護を支援させ
ていただきます。

お 願い
よろし く
す！
いた し ま
医療法人

〈老人保健施設はまゆう〉

佐藤

志野（介護福祉士） 初心に帰って頑張ります。

岡本友里恵（介護福祉士） こちらで働きはじめて１ヶ月ほど経ちました。ま

だまだ仕事に慣れず、分からないことも多いで
すが先輩職員さんが丁寧に教えてくださいます。
ご利用者一人一人に合わせた支援が行えるよう、
これからも笑顔いっぱいで頑張りたいです。

森井
森原

葵（介護福祉士） 一日一日、仕事を覚えながら頑張りたいと思います。
克哉（介護福祉士） 早くいろいろな仕事を覚えて頑張りたいです。

山本真結子（介護福祉士） 入社して1ヶ月が経ちますが、失敗してばかりの毎

日で少し悲しくなることもあります。
しかし、楽しい
こともあるので失敗を糧にして頑張っていきたいと
思います。
これからもどうぞよろしくお願いします。

山添日香里（介護福祉士） 一生懸命、頑張ります。よろしくお願いします。
鬼

雅俊（総合職〈介護〉） 利用者の方々ともっとお話ができるように頑張ります。

西尾

朋恵（管理栄養士） 食事を通して、みなさまの生活をサポートできる

〈はまゆう診療所〉

土橋

浩子（医療事務）

社会福祉法人

よう、明るく元気に頑張ります。

診療所内での多岐に渡った請求と格闘中です。
全勝できるように頑張ります。

〈特別養護老人ホームはまゆう〉

佐藤

蔦谷

亜紀（総合職〈介護〉） 慣れない事が多く大変ですが、今後も経験を積
み、利用者さんが満足できるような介護を出来
るようになりたいです。

直樹（介護福祉士） 一日でも早く一人前になるために日々頑張って
いきたいです

田中 敬子

新入社員
紹介

川口

尚也（介護福祉士） 早く仕事を覚えて利用者さん一人一人をもっと

野田

智美（介護福祉士） 利用者の方の気持ちに寄り添ったケアをしてい

平木

淑恵（介護福祉士） たくさん学んでいけるようがんばります。

知っていけるように頑張ります！

きたいと思います。宜しくお願いします。

〈グループホームはまゆうの里〉

平田

遥（介護福祉士） 現場で学んだ事を生かしながら、介護福祉士と

して成長していくことができるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

〈特別養護老人ホーム
のでらはまゆう〉

柿ヶ原

真（事務長）

皆様のお役に立てるよう、一日でも早く職場に
慣れ、仕事を覚えて行きたいと思いますので、
よ
ろしくお願いいたします。

徳高さやみ（介護福祉士） 笑顔で毎日がんばります。よろしくお願いします。
安部

匡乃（介護福祉士） ご利用者に寄り添い、信頼される介護福祉士を

中嶋

和也（介護福祉士） ご利用者の意思を尊重し、ご利用者のストレス

萩原

赳人（介護福祉士） ご利用者一人ひとりに合う介護をし、一歩二歩

池本

末子（看護師）

池上

翔子（管理栄養士） 栄養士として、ご利用者に美味しく安全なお食

目指しています。

にならないような介護をしていきたいです。

先のことを把握できる介護福祉士を目指します。

ご入所者さま、
ご家族の方の要望に沿った支援
ができるよう頑張ります。
事を提供したいと思います。ご利用者としっかり
コミュニケーションをはかり、それぞれに合わせ
たお食事を考えていきます。

「パワーリハビリ」を 無料開放 いたします！！
パワーリハビリ で
健康になりましょう ！

デイサービスのリハビリ設備、
「パワーリハビリ」を下記日程
で無料開放させていただいております。
この機会に当施設と交流を深めることが出来れば幸いと存
じます。

〈 日程表 〉
10：00
11：00

12：00

月

火

水

木

金

土

日

開放

開放

開放

開放

開放

開放

要相談

開放

開放

13：00

初心者の方
歓迎

14：00

初心者の方
歓迎

15：00
16：00

開放

17：00

開放

開放

開放

開放

開放

（最終17：30）

※水・土曜日の13：00〜15：00はインストラクターが指導させていただきます。

肩のストレッチをご紹介
4月29日、服部地区の獅子
舞がはまゆうで披露されま
した。
獅子に頭を噛まれると、そ
の年は無病息災で過ごせる
とのことで、噛んでもらった
利用者さん達はとても嬉し
そうでした。みなさん今年も
一年、元気な笑顔を見せて下
さいね。

リハビリの仕事をしていると、
「肩が痛くて茶碗も持てません」
「夜
になると肩がうずいて寝れません」
「なんでこんなに肩がこるんで
しょうか」
このような訴えをよく聞きます。
肩の痛み、肩こりにより日
常生活に支障が出て悩んでおられる方は多いのではないでしょうか。
肩関節は体の中でもっとも大きく動く関節で、肩の動きだけでな
く腕や手を使う動作と関連しているため、肩に痛みが生じたとき
は、腕や手の動きも制限されてしまうのです。
今回は、肩の運動がスムーズに行えるための「肩のストレッチ」を
紹介したいと思います。この他にもストレッチや簡単な運動があ
りますので、気軽にリハビリスタッフに声をかけて下さい。
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まずは無理なく簡単な運動から、毎日コツコツやってみてはいか
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がでしょうか。
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◉運動のスピードはゆっくり、呼吸もゆっくり行う。
◉痛みが出るような無理な動きは避ける。
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「痛いほどよく効く」なんてことはありません。
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◉毎日コツコツと続ける。
「継続は力なり」ですね。
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買い物
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ツアー

ご利用者からの依頼もあり、事前に買い物の種類・金額等を
計画して頂き百円ショップへ買い物ツアーに出かけました。
普段買い物・外出することがあまり無く、今回の買い物ツ
アーをとても楽しみにしていました、と言われ、店内をご自
分自身の目で探され、欲しい物が見つかると、あった・あっ
たと大喜び。店内も広く買い物もしやすくとても良かったで
すと満足されておられました。

寄付・寄贈、ボランティアの皆様の紹介
寄付・寄贈
岡部

孝様
（寄付金） 岩崎

憲一様
（椅子8脚）

ボランティア活動
歌のボランティア 石川 卓男様
踊
り
どじょっこの会
（どじょうすくい）
生花教室
長石 啓子様 村上美利子様
お 茶 会
小泉 良子様
アコーディオン 中嶋 玲子様 斧谷
操様
畑・花壇作りボランティア 依藤様御夫妻
ボランティアの皆様、ご協力ありがとうございました。

方法
❶左右の肘を重ねる
両腕で自分を抱きしめ、左右
の腕の肘を重ねます。
❷肘を上げる
両 肘を顔の前にくるように
グッと持ち上げます。
❸もとに戻す
力を抜いてもとに戻し、腕をか
えて同様の動作を行います。

のでら野菜市
地元服部地区のボランティアグループ「結（ゆい）」
さん、菖蒲地
区の「輪（りん）」さんのご協力のもと、のでらはまゆうにて野
菜市を開催しました。
毎回獲れたての野菜はもちろん手作りおこわなど、種類豊富
な品揃えです。みなさん大小さまざまな種類の新鮮野菜を目
の前にすると、どれを買おうか迷ってしまいます。

H27年度が目まぐるしく始動し始めました。新しい力も
加わってますます皆様に愛されるはまゆうにしてまいり
ます。ご意見ご要望もお聞かせください。

