西大井いきいきセンターより
『ご存じですか？』
新年あけましておめでとうございます。
いきいきセンターをはじめ 2 階 3 階のケアホームでも「ゲゲゲの鬼太郎」の人形やグッズがいたるところ

品川区では、区内各シルバーセンターと西大井いきいきセンター
置いてあります。ではなぜ、ゲゲゲの鬼太郎の品々が有るのでしょう？
その理由は、
「社会福祉法人こうほうえん」は鳥取県境港市が発祥の地です。境港と言えば著名な漫画家の

が平成３１年４月から大きく様変わりいたします。

「水木しげる氏」の出生の地で鬼太郎のキャラクターたちの像がいる街、
「水木しげるロード」が有名な観光
地になっています。

会議室や和室などの予約がインターネットを利用して予約する

ここ、西大井いきいきセンター内でチョットした「水木しげるロード」の雰囲気を味わってみませんか？

ことができるようになります。
さらに品川区では今後、利用者の範囲を更に拡大して高齢者以外の方
も利用できるような施設にしていこうと考えています。

これから一か月の行事カレンダー
4 月 19 日(金)

ひまわりカフェ(ケアホーム)

4 月 20 日(土)

全体、クラス懇談会(キッズタウン)

4 月 21 日(日)

ハートフル(ケアホーム)

4 月 24 日(水)

子どもの日の集い(キッズタウン)

4 月 25 日(木)

春の健康診断(キッズタウン)

4 月 26 日(金)

塩田さんの音楽会(ケアホーム)

4 月 27 日(土)

民謡愛好会(ケアホーム)

4 月 29 日(月)

フラワーアレンジメント(ケアホーム)

4 月 30 日(火)

臼井さんのピアノ演奏会(ケアホーム)

毎月第 2・4 金曜日 ワンコインランチ
毎週第３金曜日

手打ちそばの日

毎月第 2・3・4 火曜日 10:00～ ミニ映画鑑賞会
グループ参加のお問い合わせは「西大井いきいきセンター」
（TEL 03-5718-1330）まで

「西大井スタイル」 社会福祉法人こうほうえん 「ヘルスケアタウンにしおおい」通信 第９４号（201９年 4 月号）
発行=ヘルスケアタウンにしおおい（〒140-0015 東京都品川区西大井 2-5-21）
１階

介護予防拠点 西大井いきいきセンター（TEL 03-5718-1330）
認可保育園 キッズタウンにしおおい（TEL 03-5718-1332）

2-3 階 サービス付高齢者向け住宅(特定施設) ケアホーム西大井（TEL 03-5718-1331）
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ケアホーム西大井より

口腔ケア支援技術認定制度の研究発表
３月 22 日(金)米子市コンベンションセンターにて「第 23 回こうほう
えん」の研究発表会がありました。
今年のケアホーム西大井は、奈良歯科衛生士が代表として、口腔ケアの
知識と技術を客観的に評価できる仕組み「口腔ケア支援技術認定制度」の
発表を行いました。

「第 23 回 こうほうえん研究発表会」開催
第 23 回こうほうえん研究発表会を開催し、
「特別報告」や「委員会報告」、他法人からも参
加される「ふれあい発表」など全 118 演題の

介護士は自らの技術水準に確信が持てず、施設管理者も客観的評価をする

発表がありました。今回は、在宅生活を支える
取り組み、施設における介護ロボット導入によ
る効果が多く聴かれました。
こうほうえん研究発表会は、1 年間職員の皆
さんが調査、研究した成果を発表し、研鑚し合

ことが難しい状況でした。そこで口腔ケア支援における段位制度を導入す

える場です。

ケアホームでは平成 26 年より介護職員の口腔ケア技術の向上に取り組
み、認知症のあるご入居者にも口腔ケアができる、歯間ブラシを使用して
も歯肉からの出血が見られないなど一定の成果を上げてきました。しかし

ることになりました。ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの 4 段階

3 月 22 日 米子コンベンションセンター

〈特別報告〉
シャー・ムシアル 介護福祉士(介護老人福祉施設よなご幸朋苑)
インドネシアから、2008 年に経済連携協定(EPA)介護
福祉士候補者、第 1 回目のプログラムで来日しました。
日本は少子高齢化により外国人労働者の受け入れが多
くなることが予想されます。来日して 10 年、外国人介護
士として働く経験を整理し報告することで、他の外国人や
職場のスタッフへの一助とすることを目的としました。

の中で、初年度はブロンズクラスの研修と試験を行い、その成果を発表す
ることになりました。
当日の研究発表は、他施設の歯科衛生士からも評価され、私たち介護士
も自信を持って歯科衛生に取り組むことが出来るようになったと思いま
す。今後もご入居者の皆様へ、評価された技術と知識を活用して、今まで
以上に関わっていくことを目指しています。

遠藤泰治賞（優秀賞） 表彰

～3 月の行事食報告～

～3 月の研修報告～
ケアホームでは、より
質の高いケアを目指して
日々研修を実施して
います。

は、ちらし寿司、清汁、豆腐の揚げ浸し野菜添え、

勤続年数に応じ職員としての心構えを学
ぶ｢リーダー研修「初任者研修」、看取りに
ついての知識を学ぶ｢看取り研修｣、虐待の
芽を摘む｢身体拘束・虐待研修｣など延べ

春菊のごま和え、ひなあられです。

10 回研修を行いました。

3 月 3 日に｢ひな祭り｣を提供しました。メニュー

☆3 月ボランティア紹介☆
・館内美化清掃、傾聴、フルート演奏会
三味線の会、ピアノ演奏会、ダンス発表、歌の
会等

-施設部門「生活歴を知ることから始まった意欲向上への取り組み」
土海千晶 介護福祉士(新いなば幸朋苑)
-在宅部門「在宅生活を支えるための支援の在り方とは
～小規模多機能に求められる支援の視点を考察する～」
天野智博 介護福祉士(デイハウスむかいはら)
-保育部門「発達障がい児へ統一ある支援を
～併用施設との上手な連携を目指して～」
杉浦悦子 係長(キッズタウンあとりえ)
-病院部門「重度麻痺手に対するダイナミックスプリントの効果について」
三島将太 作業療法士(錦海リハビリテーション病院)
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表部
門
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今後も研修を重ね、ご入居者との関わり
に反映させてまいります。

心温まるご寄付を賜り、厚くお礼申し上げます
【寄附者】（平成 31 年 2 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日）
松本壯二 様
円」

㈱リネンワン 様

匿名希望 2 名

「寄附金合計額

110,000

3 月の思い出
3 月 3 日(日)にひな祭のパーティーを
開き、ひな祭り風のパンケーキを作りま
した。皆様当日のイベントを楽しみにさ

“平成”最後の入社式

れており、積極的にパンケーキの生地を

希望を胸に 56 名の新社会人

ホットプレートで焼いて下さいました。
出来上がったパンケーキをお皿に盛り付
け、私たち職員にも食べるようお声をか
けて頂きました。
トッピングには「あんこ、ジャム、ホイ
ップクリーム」があり、自由に選んで美味
しそうに召し上がられていました。
5 枚以上も召し上がられていたご入居者
もおり、
「これじゃ、夕飯は食べられないかも」と、笑いが湧き起きて楽しいひと時が過ごせました。
毎月 1 回はおやつ作り・お菓子作りをして、皆様の｢美味しい！｣の声を頂きたいと思っています。

廣江研理事長は新人職員に向け、
「私たちが働いている周りの地域の人たちから『こ
うほうえんが在ってよかった、こうほうえんが在ったからこの町に住んで良かった』
と言ってもらうことが、私たち社会福祉法人の大きな使命です。そのためにも皆様に、

次回は、どんなイベントがあるのか、楽しみですね！

３月２１日

仕事において一番大切にしている価値「互恵互助」という精神をもって職場で頑張っ
ていただきたい」と挨拶しました。
。

フルート演奏会！

フルートアンサンブル「サンメフエスキー」(三度の飯より笛が好き)の方、4 名が演
奏に来てくれました。フルートの美しい音色にもうっとりされ、中には心地よい眠り
に誘われた方も…次回は秋口の演奏会となる予定です。

～歓迎の言葉～
「6 年後の 2025 年には超高齢化社会を迎えると言われ
ています。そのとき皆さんには後輩ができ、頼られる立
場になっています。また、壁にぶつかることもあると思
いますが、そのようなときこそ初心を大切にして、一緒
に乗り越えて行きましょう」
永峰由惟 介護福祉士(介護老人福祉施設さかい幸朋苑)

いつも来て頂いている｢民謡愛好会｣の方々です♪
毎週 1 階のいきいきセンターで三味線の練習をしていらっしゃいます。

～誓いの言葉～
「これからは、
「こうほうえん」の一員として、法人の
互恵互助の精神のもと『地域に開かれた、地域に信頼
される』
、良いサービスが提供できるよう努力し、周
りの皆様にご指導を受けながら成長していきたいと
思います」
山田杏 保育士（キッズタウンあとりえ）

月に一度、第 4 土曜日にはケアホームに来て、練習の成果を発表して下さっていま
す。

３月２３日 三味線の会

ケンケンひろばからのご案内
平成３０年度卒園
３月９日（土）
式 、午前１０時から卒園式が行われました。

ケンケンひろばは、毎週月曜日～木曜日９時から１２時まで開いています。
毎日様々な活動を行っていますので、その一部をご紹介します。お問い合わせはケンケンひろばまで。

式では、一人ずつ保育証書を受け取る子どもたちは、自信に満ち溢れ

★制作あそび★

就学に向けて期待に胸をふくらませていました。
大きな夢を心にこれからも子どもたちが、更に成長していくことを、
キッズタウンにしおおい職員一同願っています。

★お知らせ★

５月の子どもの日に向けて、

４月からケンケン広場の開園時間が

こいのぼりを作ります。

変更になります。

場

毎週月曜日～木曜日 9 時～12 時
給食体験は月 1 回、第 4 土曜日開催

所：ケンケンひろば

日にち：４月４日（木）
４月１８日（木）
時

間：１０：００～

持ち物：こちらで準備します。

になります。
参加を希望される方は前の月の 25 日までに申し込みをし
ていただき保育園まで料金をお持ちください。給食体験が
ある時は、その週の木曜日はケンケン広場をお休みさせて
頂きます。詳しい日程は予定表をご覧ください。

★5 月号より、一時・ほほえみ保育やケンケンひろばの様子を、にしおおいスタイルでお伝えします。

★４月のおすすめ絵本★
「たんぽぽ」

★ゴールデンウィークは、4 月２８日（日）～5 月 6 日（月）まで休園となります★

春の制作(こいのぼり制作)
用意するもの：黒い画用紙、カラーセロファン

作・絵

甲斐

信枝

出版社

金の星社

春になると、あちこちにタンポポの花が咲いてい
是非お子さんと一緒に

て、保育園の行き帰りにも見つけることが多いのでは

作ってみて下さいね！

ないでしょうか。たんぽぽと名がつく絵本は数ありま

★おねがい★

すが、この絵本は図鑑というよりは、タンポポの一生

ご自宅に不要なリボン・毛糸が

を描いた物語のようで、ひっそりと、ひたむきに生き

ありましたら、保育園で子ども

るたんぽぽの姿が描かれています。やさしいタッチで

が制作に使用したいので頂ける

すが、ページいっぱいに描かれた絵はとてもダイナミ

と助かります。宜しくお願いし

ック！そして文章も力強いもので、大人が読んでも十

ます。

①黒い画用紙をこいのぼりの形に切る。
②目やひれ、うろこ等をカッターでくり抜く。
③裏側からカラーセロファンを貼りつける。
④窓に貼りつける。きらきらしてとっても綺麗です！！

分楽しめます。
贈り物にもおすすめです。是非読んでみて下さい。

