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　今年の冬の鳥取は33年ぶりの大雪にみまわれました。しかし、大雪の後の桜は、ことの外、美しく咲きました。
　はまゆうは、平成11年7月に60床の老人保健施設と併設診療所で開所し、現在、グループホームはまゆうの里、特別養護老人ホームはま
ゆう、のでらはまゆうを合わせて293床の医療・福祉施設です。今春、新人職員21名を迎えました。当初、24名の職員で開始しましたが、医療
法人、社会福祉法人の総職員数は現在288名となりました。医師9名（常勤2、非常勤7）（内科、外科、循環器科、皮膚科、泌尿器科、精神科、
整形外科）、歯科医師、看護師44名、理学療法士、言語聴覚士、管理栄養士、介護福祉士、社会福祉士など22種類の職種があります。いわ
ゆるドーナツ型に各職種が手をつなぎ、それぞれの役割を果たす多職種協働で、はまゆうの医療・介護を支えています。平成30年には医療保
険と介護保険の同時改定があります。職員全員が力を合わせて、医療レベルの高い福祉を提供する「はまゆう」でありたいと尽力しています。
　ご利用者、ご家族様のご希望に沿えるよう工夫を重ねていきたいと思いますので、これからもご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
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北野　太一　介護事務　
私は介護の仕事については未経験です。
これから現場で働くなかで、知識や経験を
身につけて、ご利用者やご家族、また、ス
タッフから信頼されるような職員を目指し
て頑張っていきたいです。

谷口　美佳子　介護福祉士
経験を重ね、ご利用者とご家族の皆様から
信頼して頂けるよう頑張ってまいります。
どうぞよろしくお願いします。

植田　泰弘　理学療法士 
1日も早くご利用者やスタッフの方々に信
頼される職員になれるよう、頑張ります。
よろしくお願いします。

豊田　京輔　理学療法士 
記録や書類の記載方法を早く覚えて、ご利
用者に「ありがとう」と言っていただけるよう、
信頼関係や技術を高めていきたいです。

田中　宏子　生活相談員 
ご利用者、ご家族をはじめ、賛幸会に関わる
全ての方々から信頼される相談員となれ
るよう頑張ります。

山根　健一郎　言語聴覚士 
早く仕事を覚えて、言語聴覚士として、ご利
用者のお役に立てるよう日々絶え間なく知
識を深め、頑張りたいと思っています。

野川　安博　理学療法士 
ご利用者やご家族の方々の要望に応えら
れるようなセラピストになれるよう、日々勉
強に励みたいです。

山嵜　健太　理学療法士 
ご利用者と信頼関係を築き、より良い治療
を提供できる理学療法士になる為に、日々
精進していきたいと思います。

國本　淑子　介護職 
自己管理と体力づくりに努め、先輩方にひ
とつひとつ仕事を教えて頂きながら、皆様
に役立つ仕事をしていきたいです。

磯部　知伽　介護職 
ご利用者の方々にも職員の皆さんにも信
頼されるようがんばっていきたいです。

久世　翔一　介護職  
ご利用者一人ひとりに対して満足していた
だけるケアを行えるように、1日1日を大切
にし、毎日笑顔で頑張ります。

竹内　大輔　介護職  
１日１日笑顔を忘れず、学びの姿勢で１歩１
歩成長していくことができるよう頑張ります。
よろしくお願い致します。

三谷　里沙　介護職  
笑顔を忘れず頑張りたいです。

ご利用者と信頼関係を築き、より良い治療ご利用者と信頼関係を築き、より良い治療
を提供できる理学療法士になる為に、日々 梶原　麻紀　介護職  

早く先輩のように介護できるように頑張ります。

太田　有香　介護職  
ご利用者ひとりひとりに対して満足してい
ただけるケアを行えるように、ご利用者に寄
り添った介護ができるよう頑張ります。

三谷　里沙　介護職
笑顔を忘れず頑張りたいです。

奥田　有佳　管理栄養士 
まだまだわからない事も多いですが、ご利
用者一人ひとりに合った食事提供ができる
ように頑張ります。

大井津　珠菜　介護福祉士
まだまだ不安だらけですが、1日も早く仕事
を覚えられるよう、笑顔と学ぶ姿勢を忘れず、
人としても介護士としても成長できるよう
一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

吉田　美穂　介護福祉士
ご利用者の不安を少しでも取り除き、安心
して生活を送って頂けるような支援ができ
るよう日々努力していきたいです。また、自
分自身も成長していけるよう頑張っていき
たいと思います。
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　流れるチョコレートに果物等を付
けて食べました！
「美味しなぁ～ええもんを見せても
らった」と満面の笑顔(*^。̂ *)
沢山食べてお腹いっぱい！
　普段見慣れないおやつに、
皆さん興味津々でした。

　新年度を迎え、木々も鮮や
かな緑の葉を付けています。気
候も暖かくなってまいりました。
　今年度も職員一同頑張って
いきますので、今後とも「はま
ゆう」をよろしくお願いします。

チョコレートフォンデュ初体験！！

　3Fフロアでは、片手で出来る指相
撲が流行しており、生田さんも力強さ
と機敏な動きで横綱のお一人でした。
　息子さんの面会時に取組の開幕と
なり、お二人とも満面の笑みで手を
組み、親子の触合いの時を過ごされ
ました。息子さんも「久々に母の手を
握りました」と話されていました。

　３月１３日の外出レクリエーションで
佐治の紙すき体験に行きました。
　職員と共に色々なデザインの和紙
製はがきを作りました。和紙をすいて、
大きな鉄板で乾かすなど、滅多に出
来ない体験を楽しんでおられました。

　利用者様とそうめん流しを行いました。
普段食事がすすまない方もそうめんな
らたくさん食べられました♪

指相撲対決でほっこり

春の行事「紙すき」

夏を先取り！そうめん流し

ボランティア・寄付・寄贈の皆様をご紹介します

　流れるチョコレートに果物等を付

「美味しなぁ～ええもんを見せても

生花教室

お茶会

アコーディオン

野菜市

オレンジカフェ

大正琴

長石　啓子様
村上美利子様 寄付金 横田久吉様ご家族竹内　栄子様

加納　恭子様
矢山ツタエ様
横原三恵子様
岩永なつ江様
荻原由紀子様
北浦　宣子様

「輪」の皆様 ハープアンサンブル鮎様

小泉　良子様

旅するホルン吹き 蔵田亜由美様
環境美化（草取り） 田中　　真様

中嶋　玲子様
斧谷　　操様

ボランティア 寄付

ありがとう
ございました

　今年も無事に創立祭を迎えることが出
来ました。１０組のご家族の方にも参加し
て頂き、素敵なボランティアさんの歌や
演奏を聴いたり、手作りの楽器を持って
合唱するなど楽しい時間を過ごしました。
　その後、今年104歳を迎えられた入居
者の方の為に、職員が制作したＤⅤＤを鑑
賞、併せて家族会も行いました。

創立13周年祭

　金ピカの、見ごたえのある大きなちぎり絵が完成し
ました。
　にわとりの毛並を
表現するために、ご利
用者とスタッフとでア
イデアを出し合い、手
芸用の羽を1つずつ
丁寧に貼りつけました。

ちぎり絵を作成！ちぎり絵を作成！
2017
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愛らしい
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階 

服部１階ショート
ステイ

★★

★
★ 　いつも「ミーちゃんが・・・」と
言っていたご利用者が、同じ名
前のミーちゃんが来たことで、
わが子のように「ミーちゃん」と、
話しかけ、部屋の中でも、一緒
に寝て毎日を過ごしていました。
話しかけている姿は、まるで孫
に話しかけているように穏やか
で笑顔も多く見られていました。
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　この度、送迎車にハイエースとセレナの福祉車両が仲間
に加わりました。湖山池のナチュラルガーデン、とっとり出
合いの森の藤棚などドライブイベントに引っ張りだこです。
　これからも安全に気を配り送迎させて頂きますので、
よろしくお願いします。
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新車を購入しました！

デイサービス


