
まこと通信は、「まこと」とご利用者様・ご家族様の情報共有のひとつとして発刊しております。まことの提供サービスを

紹介し、実施している内容に対して少しでもご理解とご協力をいただき、よりよい介護サービスの提供に努めて参ります。

発刊は毎月１０日を予定しています。

働 く 意 味

3月に入り、外は、日に日に春めいて、暖かくなってきています。雪は溶け、歩道も歩きやすく

なってきています。皆様もぜひ、外に出て、胸一杯に外の空気を吸っていただければと思います。

身体中の細胞１つ１つに酸素が行き届くのを感じてもらえればと思います。

さて、会社への通勤途中に、ある70代の男性と毎朝すれ違います。勿論、声を掛けたこともあり

ません。その男性は、毎朝、雪かきをしたり、滑り止めの砂を道路に撒いたりしています。おかげ

で、車道と歩道が区別され、小学生が通る歩道は、距離にして100メートル程が、いつも雪が掻か

れていて綺麗になっています。その男性は、市から委託されて雪掻きをしているわけではありま

せん。お給料が出ているわけでもありません。その方を見て、ボランティアという言葉も違和感を

覚えます。子供たちも、私も、その方の行いでとても助かっています。

仕事のやりがいとは、もちろん、給料の金額が大切だと思いますが、生活するに足りる金額が

あれば、良いのではないかと思っています。

では、私たちは何のために毎日働いているのでしょうか?

子どもの為や家族の為は、大きな力となります。でも、それが、「あなたのために私は働いてい

るのよ」と口に出した瞬間に、その相手は、とても傷つき、「私のために働いている」を否定するの

ではないかと思います。無償の愛を提供できることは、とても素晴らしいことだと思います。

介護職員の方と話すと、「お年寄りは好き。介護はきらい。給料は安い。仕事はきつい。」といい

ます。介護の楽しさを表現できる人と一緒に働くと、仕事はとても楽しくなります。しかし、あまりそ

ういう方が少ないように感じます。

今回、まことは、「まこと保育園」を開設いたします。60歳の

園長を筆頭に、50代30代20代と6名の保育士を採用し、19名

の園児を募集しています。保育士の方々の面接は、保育とい

う仕事に対して非常に前向きで、お話をしていて、「どういう保

育をやっていきたいのか」が、一人一人しっかりしていました。

この違いは、おそらく、教育の違いであり、夢の強さの違いか

と思います。将来の夢は何ですかと聞かれて、「保育士さん」と

答えた保育士の方々は多いのではないのでしょうか?その後、

高校を卒業して、大学や短大・専門学校に進学し、卒業後、保

育士として勤務された方々です。

介護は、他の仕事につきながら、最終的にいま、仕事が無いので介護職員として働いていると

いう方を多く面接します。そして、介護が続かない方も多く見ます。仕事に魅力がないのではなく、

その方の仕事に就く意欲の違いと判断しています。

まこと保育園の成長と共に、介護職員・保育職員の成長を見つめていきたいと思います。園児

を募集しておりますので、ご興味がある方は、まこと大町事務所まで、ご一報ください。

平成２９年３月１０日 発行 小規模まこと ほのぼの日記

「一日、一笑」を目標にまことに来ると毎日がレクリエーション活動のように楽しんでいただけ
るよう試行錯誤で頑張っています。

西崎の奮闘記

早春の時期でありますが、釧路市は、まだまだ寒さが身に染みる季節であると感じております。巷では、インフルエン

ザ、ノロウィルスが猛威を振るっており、当事業所でも感染予防のため、利用者様・職員の嗽と手洗い消毒を中心に、

個室の加湿や換気などにも配慮を徹底して、対策を講じている次第でございます。

また２月の季節は、利用者様との外出の機会が減ってしまう時期ではありますが、当事業所では、暖かい日は、出来

るだけ外出を試みようと、北大通りまでドライブに出掛けたり、今年も、大地みらい信用金庫釧路東支店様のご協力で、

利用者様が作られた作品展が開催され、見学に行ってきました。その後は、他店でお茶会など楽しまれておりました。

利用者様達も、日頃から自分たちが作られた作品が飾られているのを目の当たりにされ、「頑張って作ったもんね。

○○さんが作ったんだよ」と、嬉しそうに観られていたことが、とても印象的でした。ちなみに、２月２３日の釧路新聞にも

掲載されております。

３月は、もう少し外出の機会を増やし、個別運動に取り組めればと考えております。

豆まき お散歩に行きました
２月は、節分があ

りました。

1年の厄を祓うた

めに、職員が鬼役

となり、「鬼は～外、

福は～内」と、大き

な声を出しながら、

皆さんと豆まきをし

ました。

皆さんと｢ハートの

リース｣を作りまし

た。カラフルな色画

用紙で、ハートを作

り、一つにしました。

皆さん、｢きれいな

色だね｣と笑顔で話

され、記念撮影をし

ました。

作品展見学

作品展に向けて

作品作り

室内レク

皆で稲荷小路

までドライブへ行

きました。「昔は

ここに釧路デ

パートがあったよ

ね～」と、会話を

されながら一周

してきました。

大地みらい信用

金庫釧路東支店で

開催された作品展

に行きました。

皆さんと作った作

品や他の作品をみ

て、「凄いね～」「こ

れ作ってみたいね

～」など、お話しさ

れていました。

皆さんとゴルフ

ゲームを行ないま

した。的をめがけて

見事にホールイン

ワン。「昔は良く

やってました」とお

話されていました。

作品展に向けて、

作品作りを行ない

ました。皆さんで集

めたヤクルト容器

に、色を塗って、わ

なげを作りました。

とても上手に色を

塗られ、きれいに

仕上がりました。



 

グループホームまこと ほのぼの日記

☆天気の良い日は外に出掛けよう！家の中でも、何か楽しい事はないかな？

事前に計画した行事は少ないのですが、思い立ったが吉日！
何でもやっちゃおう！の精神で毎日楽しんでいます。

柴田の奮闘記

3月に入り、春らしい日和が続いています。桃の節句も終わり、本格的に春の到来です。入居者様達も、暖かな日差しに心が弾んでいるよ

うです。

さて、今月は、開設７年目を迎えます。最近のグループホームはというと･･･。入退院が続き、長く入居されている方達は、体力や機能が少し

ずつ衰え、出来ない事が増えてきたり、身体の状態変化が激しくなってきたりと、常に目が離せない状況になっています。今のGHまことの入

居者平均年齢が89.5歳。皆様、超ご高齢です。また、車イス利用者は13名。平均介護度も3.8と、重度化が進んでいます。あるご家族様が、ボ

ソッと「ここは病院以上だね」と、こぼした言葉に、時折立ち止まって考えてしまいます。日中の時間帯は、職員数が3名以上いますが、夜間帯

の職員は、1名と他に当直者が1名。この時間帯は、介助を要する方たちのトイレや不眠対応で目まぐるしく時間は流れます。何故か一人が

起き出すと、皆さん連なって4～5人目を覚まします。日中は、1人で歩けても、夜間帯は、ふらつく事が多いのが現実で、介助を要する人数は、

夜間の時間帯のほうが多くなります。「少し待っていてくださいね」の言葉と意味が通じない世界ですので、誰を優先的に介助に入ればいいの

か、職員は常に緊張し、頭をフル回転させ対応しています。多い時には、一晩に15回以上、この攻防が続くことがあります。夜勤職員は、勤務

終了時間になる頃には、疲弊しきっている現状です。そんな中でも、「この対応で良かったのか？」「もっとこうした方が良かったか？」「この優

先順位でよかったか？」「他によい対応方法があったのではないか？」など、常に振り返り相談してくる職員や、眠れない時には、無理に寝か

せようとせず、とことん付き合おうとする職員の姿を心強く感じています。

この文章を読み、色々なご意見があると思います。是非、お聞かせ下さい。そして、7年目を迎えた【グループホームまこと】、これからも職員

一同精進してまいりますので、宜しくお願いいたします。

小規模やよい ほのぼの日記

喜びや楽しみはもちろん悲しみも共有しながら、それぞれの個性を大切に生活を送ってい

ただけるように、安心・安全をモットーにサービスの提供に努めます。

勝水の奮闘記

三月の声を聞き、暖かな日があり、氷も融けはじめ、車も走りやすくなってきました。

小規模やよいでは、インフルエンザに罹った利用者様、職員もおらず、寒かった２月を乗り切ったところです。本当に

「ホッ」としております。職員の入れ替わりもあり、２月に２名の職員の退職があり、又、２月に１名、３月に１名の新人職

員の入社もありました。慣れた頃に退職してしまわれることはとても寂しく、残念なことです。新人職員も、１ヶ月ですば

らしい成長をしてくれていますが、利用者様、ご家族様には、まだまだご迷惑等おかけすることも多々あるとは存じま

すが、よろしくお願い致します。

２月は、防火訓練に始まり、節分、日本舞踊、バレンタイン、作品展と行事もあり、利用者様のご協力もあり、つつが

なく終了しております。作品展には、大地みらい信用金庫釧路東支店まで同行し、一緒に飾りつけをして下さった利用

者様もおり、又、出展にも、個人で作成された折り紙や飾り物を、快くお貸し下さり、大変助けられております。

お彼岸が過ぎれば、暖かくなり、散歩やドライブ、外での運動など、思いっきり楽しめる季候になると思うと、今からワ

クワクしてきます。

フラダンス

作品展見学②

こちらも、見学に
行った時の1枚で
す。見学を終えて、
「たのしかったね
～」「いろんなもの
があったね～」と笑
顔で話をされてい
ました。

作品展見学①

部屋に持ち帰えら
れ、まことのタオル
をたたんでくださっ
ています。

丁寧にたたんでく
ださり、スタッフも大
助かりです。

部屋でゆっくり

昼食に、役割分担
をしながら、焼きそ
ば作りをしました。

「そろそろいんじゃ

ない？」「焼けたか

な？」と、主婦の先

輩方は、絶妙な加

減で調理をされて

おりました。

大地みらい信用金
庫釧路東支店様の
スペースをお借りし
て、まこと作品展が
行われました。

他施設の作品に
も、「きれいだね～」
と話され、見学を楽
しまれていました。

節分 みんなでクッキング

ナルクの皆さんと

一緒に、フラダンス

を踊りました。
音に合わせて、楽

しそうに踊られてい
ました。

鬼退治をしました。
その前に、みんな
でお面を付けて、
写真を撮りました。

職員が扮する鬼
の姿に、泣き出す
入居者様もいらし
て、大騒ぎの節分
になりました。

日本舞踊 新しい出会い

ひな人形

２月８日は、日本

舞踊の皆様をお招

きして、踊りを披露

して頂きました。日

本伝統の美しい舞

に、皆様うっとりと

眺めていました。

お誕生日会①

ペットボトルの

キャップを使って、

新しい作品作りに

挑戦します。

その為に、まずは

キャップを綺麗にし

なければと、張り

切って準備をされ

ています。

今年も、早めに雛

人形を飾りました。

ちょうど家族様もお

見えになりましたの

で、皆さんと記念写

真を撮りました。いい

笑顔の一枚です。

今回の外出レク

に参加出来なかっ

た利用者様。代わり

に、感謝の気持ちを

込めてメッセージ

カードをプレゼント。

「ありがとう」と、喜

んで受け取ってくだ

さいました。

今月、お誕生日

を迎える方ととも

に、お蕎麦屋さん

へ外出しました。

お二人とも、とても

いい笑顔で、おそ

ばを頬張っていま

す。また来年が楽

しみですね。

2月より、新た

に利用されること

となった利用者様。

最初は、ぎこちなく

されていましたが、

少しずつ慣れてく

ると、素敵な笑顔

を見せてくださるよ

うになりました。

お誕生日会➁

下準備



小さなデイサービス緑ヶ岡ホーム ほのぼの日記

「我が家スタイル」の緑ヶ岡ホームの日常です。今月も笑顔の絶えない利用者様との触れ合いを
綴って参ります。いつまでも「本物のお客様第一主義」を念頭に、職員一人ひとりが心配りをマメ
に行い、心から愛情をもって利用者様に接して参ります。

川村の奮闘記

3月に入りましたが,気まぐれなお天気が続き、釧路の春はなお浅く、朝夕の冷え込みもまだ厳しいですが、お天気の良い日中は、

窓から差し込む優しい陽差しに春の気配を感じられるようになりました。 ここ最近、雪解けも進み、ホームの玄関前は、凍結面が

無くなり、路面状態は良くなりましたが、緑ヶ岡方面は、坂道や細い道が多い為、送迎担当職員は、安全第一を心掛け、ハンドル

を握っています。

さて、先月の１５日～２８日は、大地みらい信用金庫釧路東支店内で、「まこと作品展」が開催されました。 緑ヶ岡ホームは、紙

工作を中心に、利用者様とたくさんの作品に取り組んできました。見学に来られた方の中に、「紙工作がとても素晴らしかったので、

家にあった折り紙ですが良かったらお使いになって下さい。」と、届けて下さった方がいらっしゃいました。作品が、人と人を結び、

その優しさがとても嬉しく励みとなり、今後の作品作りにも熱が入ります。有難うございました。

緑ヶ岡デイサービスは、新規の利用者様が増えています。個人の得意な事、出来る事（能力）を大切に支援させて頂き、やりが

いや生きがいに繋げ、また共同作業を通し、他の利用者様同士のコミュﾆケーションの橋渡しと、場の提供をさせて頂き、楽しみな

がら作業が出来るよう支援して行きたいと思います。 ３月は、「四季の花・春」をテーマに、紙工作の共同作品に取り掛かってい

ます。きっと素晴らしい作品が出来上がることでしょう。

お雛様

３月３日、桃の節
句で、折り紙でお雛
様を作り、お米から
造った手作りの甘
酒を、皆さんと頂き、
とても楽しい一日で
した。

バレンタインおやつ

今年のバレンタイ
ンは、男性ご利用者
様へ、女性ご利用者
様からの手作りのブ
レスレットとバナナ
チョコをプレゼントし
ました。心のこもった
プレゼントに、照れ
笑い。

ブレスレット

ブレスレットを作っ
ている表情は、真剣
でした。とても素敵
に出来上がりました。
やはり、女性はキラ
キラ光る物がお好
き。手元も私も素敵
でしょ。記念にハイ、
ポーズ。

犬のぬいぐるみ

普通のタオルでは
なく、今回は、フリー
スタオルで作って見
ました。このフワフ
ワ感が、本物の犬
の毛みたいに出来
上がりました。お花
やリボンを飾り、可
愛いですね。

まこと展示会
今年も、大地みら

い信用金庫釧路東
支店で、まこと作品
展が開催されました。

ご利用者様と見学

に出かけました。

「他事業所の作品を

見る事が出来て、と

ても良かったで

す。」と話されてい

ました。

バスケットフラワー

「私、お花大好き」
と、床に座り、慣れた
手付きで、お花をバ
スケットにアレンジし
て下さいました。

お花も笑顔も素敵
です。

馴染みの物に囲まれた、くつろぎのある暮らしの中で、その人らしい生活をして頂きた
いと願っております。「共に考え、共に学び、共に生きる。」を目標に職員一人一人が
笑顔があふれた暮らしの提供を心がけたいと思います。

グループホームやよい ほのぼの日記

石黒の奮闘記

今月で、グループホームやよいは、おかげ様で、開設４周年を迎えます。開設からの入居者様も、８名となりました。身体機能は緩やかで

はありますが、低下しており、日々の体操やレク、歩行訓練は欠かせないものとなっています。また、平成28年は、入居者様の入れ替わり

が１名と少なく、安定しています。入居している方は、自分にあった役割や生活リズムが定着しており、掃除機かけ、水拭き、洗濯の取り込

みなど、進んでお手伝いしていただいています。「私がやるから置いておいて。他の人はちゃんとしないから駄目なの。」と、几帳面な方が

います。他の方が行うと、手直しが入り、言い合いになることもしばしば。職員が仲に入り、力ずくではなく、納得するような声かけや、誘導

を目にした時、嬉しい気持ちになります。

話は変わりますが、最近、本を読み直して思ったことがありました。職員は、決められた事を、決められた通り行うことが必要不可欠です。

そうでないと、入居者様へのケアや生活リズムに支障をきたすからです。また、チームで行ってる為、ルールを守る必要があります。チーム

ワークとは、馴れ合いではなく、一人ひとりが自立することによって、お互いを認め合って生まれてくるものです。それぞれが、相手のため

に役立つ事は何かを考え、結果として、コミュニケーションを通じて、それぞれが自分の役割に責任を持つようになります。だからこそ、チー

ムワークが生まれてきます。

相手の為に、どれだけ考えて動けるか、利用者様のケアにどれだけ真剣に考えて実行しているか、自問自答の毎日です。

大地みらい信用金

庫釧路東支店さんで
開催された作品展に、
出展する貼り絵作り
を行いました。真剣な
表情で、一枚一枚丁
寧に、折り紙を貼られ
ていました。

まさに、両手に花で、

記念撮影をおこないま

した。終始笑顔で、「可

愛いね。綺麗だね」「う

ちにも女の子いたから、

お雛様買ったよ」と、思

い出話を聞かせてくだ

さいました。

ご夫婦で入居されて

いる利用者様。いつも
夫婦円満で、居室にて
過ごされています。こ
れからも、仲良く、お元
気でいてください。

今年のひな祭りは、

いつもと少し違い、顔

出しパネルで記念撮

影を行いました。ある

女性利用者様は、照

れてしまい、「私はい

いよ」と言われたので、

職員も一緒に記念撮

影をしました。

いつもと違う、おから

入りホットケーキを作
りました。「私のは、こ
の大きいやつね」と、
焼き上がりを楽しみに
しながら作っておられ
ました。「美味しいね」
と、笑顔で召し上がら
れていました。

作品展を見に、大地

みらい信用金庫釧路
東支店さんに行きま
した。自分達で作った
作品を片手に、「これ
私が作ったんだよ」と、
話をされていました。

作品展

ひな祭りパート1 ひな祭りパート2

おから入りホットケーキ！ 夫婦円満

貼り絵



株式会社リハビリサポートまこと「作品展」実施
期日 平成２９年２月１５日（水）～２８日（火）

小規模多機能型居宅介護

まこと

小規模多機能型居宅介護

やよい
グループホーム

まこと

グループホーム

やよい

小さなデイサービス

緑ヶ岡

小さなデイサービス

大町

まこと講習会のご案内
「在宅介護」知っていますか？ 家で最後まで療養したい人に。

在宅介護の専門職が、それぞれの役割やできることについて、わかりやすくお話しします。

介護の不安 経済的な不安 治療の不安 いろんな不安かかえてませんか？

講師・パネラー

医療法人社団サンライブ 杉元内科医院 院長 杉元重治 氏（予定）

孝仁会記念病院 リハビリテーション総括部長 山田勝雄 氏（予定）

釧路地域訪問看護ステーション 看護師 車谷香織 氏（予定）

ケアプランセンターまこと ケアマネージャー 髙橋直子 氏（予定）

日時 平成２９年５月２０日（土） 15時～17時

会場 釧路市生涯学習センター まなぼっと 学習室７０５

定員 １００名（入場無料）

連絡・問い合わせ先

（株）リハビリサポートまこと TEL ０１５４-４４‐７７３３

FAX ０１５４-４４‐７７３４

E-mail ： npo946.makoto946.com
この講演会は、公益財団法人 在宅医療助成、勇美記念財団の補助金で行っております。

堤の奮闘記

暦の上では、春を迎えておりますが、釧路は、まだまだ寒さが身に染みる季節と感じております。２月の当事業所では、インフルエ

ンザや風邪等でお休みをされるご利用者様が多く見られておりました。元気に来られているご利用者様は、「今日はこれしか来てな

いの？寂しいわね。誰々さんお休みなの？」と・・・。少人数で、日々過ごしておりましたが、３月に入り、体調が戻られたご利用者様。

久しぶりの来所に、職員は、「お帰り～会いたかったよ～」と抱擁。ご利用者様も、「ただいま～。久しぶり。やっと来れたよ」と、笑顔

で答えてくださいました。元気になり、来所されたご利用者様の姿を見られた事、そして、いつもの大町デイの光景が嬉しくて、管理

者業務もそこそこに、コーヒーを飲みながら、ここ数日は、ご利用者様と色々なお話をして過ごしておりました。

そして、冬になると、なかなか外出レクに行けずにおりましたが、２月に、大地みらい信用金庫釧路東支店で行われた作品展、皆

様はご覧になりましたか。見学に行かれたご利用者様は、「素敵な作品がたくさんあったよ」と、楽しそうにお話をされておりました。

雪が解け、暖かくなったら、外出レクに行く日を楽しみにしながら、これからも、ご利用者様が楽しく笑って過ごしていただけるよう、全

力で取り組んで行きたいと思っております。

小さなデイサービス大町 ほのぼの日記

『利用者様と心をかよわせ、共に生活を支えあう』を、モットーに
スタッフ一同、日々頑張っております。

お誕生日①

「しつこい鬼だな～」

と、ポコン。「エイや～、

鬼どっかいけ～。」と、

こんなことを言いなが

らも、ご利用者様は楽

しまれておりました。

女性ご利用者様は、

縫い物はお手の物。や

はり遉です。私達も敵

わないくらいお上手で、

手早く素敵に作られて

いました。これからも、

色々な作品を皆様と一

緒に作ってまいりたい

と思います。来月は、

何を作ろうかな。悩ん

でしまいます。

なんだかこんな感じ

で出来たけど、可愛く

出来たかな～。見本

と同じじゃないね～。

まぁ、いっかと笑われ、

お家で何処に飾ろう

かな～。こんなに可

愛いく出来ると思わ

なかったと、笑顔でお

話をされていました。

鬼退治！鬼は外！

鬼は外！中々行かな

い鬼を撃退！そんな、

皆様に楽しんで頂け

てた一面。来年も、こ

の様に過ごせることを

願うと共に、鬼が居な

くなる事を願っていま

す。

鬼 うるさい

見本ウサギのお手玉

お誕生日②

鬼よ撤退せよ

88歳（米寿）のお誕

生日おめでとうござい

ます。いつもお手伝い

していただきありがと

うございます。これか

らも益々お元気いっぱ

いのお姿を見せて頂

ける事、職員一同楽し

みにしています。

お誕生日おめでとう

ございます。９０歳、

いつもとっても元気で

いらっしゃる。いつま

でもお元気で、来所し

て頂ける事、職員一

同願っています。

益々長寿を目指して

下さいね。



 
 

 

名
名
名
名

名

小さなデイサービス大町 空き有り 0154-42-8377 堤

アシストリビングホームやよい 1 0154-64-5210 勝　　水
小さなデイサービス緑ヶ岡ホーム 空き有り 0154-46-4890 川　　村

グループホームやよい 0 0154-42-2078 石　　黒
小規模多機能型居宅介護やよい 空き有り 0154-64-5210 勝　　水

アシストリビングホームまこと 1 0154-41-3633 西　　﨑
グループホームまこと 0 0154-41-8355 柴　　田

施　設　名 空き人数 備　考　 お問い合わせ先 ℡　　　 担当者
小規模多機能型居宅介護まこと 3 0154-41-3633 西　　﨑

現在の空き状況現在の空き状況

発行：株式会社リハビリサポートまこと
住所：釧路市大町５丁目２番２１号 電話：0154-44-7733 発行責任者：代表 山田 勝雄

３月８日現在

ごころこめて の住み慣れた場所で もに築きます

随時ご相談に応じておりますので、
どんな事でもお気軽にご連絡ください。

ごころこめて の住み慣れた場所で もに築きます

ケアプランセンターまことからのお知らせ

ケアプランセンターまこと 管理者 髙橋
TEL 0154-68-5531 FAX 0154-68-5399

職員紹介

桃の節句も終わり、日に日に春めいてまいりました。雪もとけ、日差しの温かさを感じられるこの頃

です。でも、釧路はまだまだ雪が降る可能性が高いので、皆さん体調には十分気を付けてくださいね。

雪がとけてくると、外に出る機会も増えます。しかし、道路はでこぼこで歩きにくい、歩くことに不安が

ある、転ばないで歩きたい、そんな不安や悩みを抱えていらっしゃるときは、お気軽にお問い合わせく

ださい。その方の状況にあった福祉用具やサービスのご相談をいつでもお受けいたします。ケアマネ

ジャーが、ご自宅を訪問させていただくことも可能です。お待ちいたしております。

本店住所移転のお知らせ！
株式会社リハビリサポートまこと本店の住所を下記のとおり移転いたしましたので、お知らせいたします。

今後共、変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願いいたします。

新住所 〒085-0847 北海道釧路市大町５丁目２番２１号

新電話番号 ０１５４-４４‐７７３３

新ＦＡＸ番号 ０１５４-４４‐７７３４ 株式会社リハビリサポートまこと
代表取締役 山 田 勝 雄

田 中
（小さなデイサービス緑ヶ岡ホーム

看護師、機能訓練指導員）

１２月１日入社

自分が出来ることを精一杯
行い、利用者様にとって、癒し
の場になれるように、一生懸
命頑張ります。よろしくお願い
いたします。

川 井
（グループホームやよい

介護職員）

１２月１日入社

利用者様に、穏やかで、充
実した生活を過ごしていただ
けるよう、出来る限りのサ
ポートをさせていただきたいと
思います。よろしくお願いいた
します。

キャリアアップ支援研修

まことクイズ

キャリアアップ支援研修に参加して グループホームやよい 菅 原

「ストレス」を中心に、「反応」「気づきとセルフコントロール」「うつ(及び新型うつ)」「リラクゼーション
法」など、様々なトピックで講習が進み、非常に興味深いものばかりで、あっという間に２時間の講習
会が終わったように感じます。最後は「エゴグラム診断テスト」を行い、今現在の自分を見つめ直す良
い機会となりました。

今回の講習会を通して「今後ますますメンタルヘルス(心の健康)への需要は増えていくのでは」と
考えています。

～今月の問題～

この写真の建物の名前は何でしょうか？

１．釧路水産センター（フィッシャーマンズワーフ）

２．釧路市交流プラザさいわい ３．釧路市国際交流センター

第８回 『これからの職場ヘルスケアマネジメント～支援しあえる職場づくりのために～』

（講義の概要）

① 職場のメンタルヘルスの現状

・職場のストレス ・職場のストレスの内容 ・メンタルヘルスとは

・心の病の傾向 ・うつ病の診断基準

② ストレスについて

・ストレスは身近な存在・ストレスの定義 ・ストレスの段階

・ストレスの仕組みとプロセス・ ストレスによるさまざまな反応

③ メンタルヘルス対応

・エゴグラム診断テスト ・ストレス解消法とリラクセーション

・自分でできるリラクゼーション法

参加者から、「わかりやすい講義で、自分を考え、振り返る時間（機会）となっ

た。」「ストレスを与えない、ストレスを作らない職場環境にしたい。」

「周囲に、うつ状態になりかけている介護職員の正しい声掛け、対処法なども

知りたいです。」などの声が聞かれました。

２月２５日（土）貝塚会館にて、『これからのメンタルヘルスマネジメント～支援しあえる職場づくりのた

めに～』と題した講習会を行ないました。講師は、小川睦子先生（株式会社コム 専務取締役 アンガー

マネジメントファシリテーター・CMCA認定キャリアカウンセラー・PHP研究所認定ビジネスコーチ）でした。

～先月の問題～

この写真の建物の名前は何でしょうか？

１．米町ふるさと館 ２．港文館

３．鳥取百年館

答えは２番の港文館でした。


