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吉田福祉会

検 索

令和 2 年度事業の主な取り組み
※詳しくは吉田福祉会ホームページ

法人概要からご確認いただけます。https://yoshihuku.com/

①新型コロナ感染症への取り組み実施
・新型コロナ渦において感染対策連絡会議等を
WEBにて随時開催しました。
・SNS(LINEワークスなど)を活用して拠点管理
者間でリアルタイムな情報共有と共に職員へ
の注意喚起など円滑に行えるように実施しま
した。
・「新潟県新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援補助金」を活用して、感染拡大防止のた
めの職場環境整備などを実施しました。

②保育園からこども園への移行
・平成31年4月に燕市より引継ぎ開園しました
「きららにこにこ保育園」が、令和2年10月1
日より幼保連携型認定こども園「きららにこ
にここども園」に移行しました。

④外国人介護人材の介護職員登用の
取り組み

Web会議の様子

AIサーマルカメラ

非接触型体温計

スリッパ除菌ロッカー

③「グループホームみなみよしだ」
９床から12床へ
・燕市介護基盤整備事業費補助金を活用して地
域や利用者のニーズに応えられるよう「グル
ープホームみなみよしだ」を3床増床し、9床
から12床となり、令和3年4月1日より定員12
名で運用を開始しました。

⑤法人活動のPRとイメージアップの推進
・吉田福祉会の活動のPRとイメージアップの
推進に向け、広報誌『陽だまり』を年2回(3
月・9月)と法人オリジナル年間カレンダーを
吉田地区全世帯に配布させていただきました。

・外国人介護人材の介護職員登用などがスムー
ズに行えるように、介護福祉士養成校と連携
し、第１期生6名、第2期生4名、第3期生2名
の養成支援を実施しました。

“わたしのひと言”にご応募ください！！
ホームページに載せる皆さんからの身近な話題、「わたしのひと言」を募集しています。自分のこと、家
族のことなど教えてください。記入用紙をお渡ししますので、法人本部（93-6464）までお電話下さい♪
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コロナ対策で変化のあった事
介護・障害福祉サービス
デイサービス・ショートステイでは送迎中の手指消毒は以前から実施していましたが、新たに送迎後の
車内消毒を実施するようになりました。
園内では以前は利用者同士の席が近かったため、3 密を予防するため新しくテーブル・アクリルパーテー
ションを設置するなど利用者同士の距離が保てるようにしました。口腔ケアでは利用者と職員の距離が近
くなることからフェイスシールドを使用しています。
面会の際には検温・手指消毒・面会者カードに氏名等の記載をお願いし、玄関内で非接触型体温測定器・
アルコールディスペンサを使用していただいています。
また、職員は出勤前に検温を実施、さらに職員同士の感染を予防するため職員休憩室を少人数で別の場
所に分け、アクリルパーテーションを設置し、使用後はその都度各自で消毒しています。
ご利用の皆様には行事の中止や縮小など、例年と比べ物足りない日常を昨年から過ごしていただいてい
ます。感染症対策をしっかり行いながらも、楽しんで過ごしていただけるよう職員一同取り組んでいきた
いと思います。そしてご家族が気がねなく面会に来られる日を願っております。
ひまわりの園相談センターには、高齢者や障害のある方への相談対応を行う事業所、ご自宅を訪問して
のケアを行う事業所があります。センター内の職員は、体調確認の徹底、対面にならないような座席の配置、
パーテーションの設置など、感染対策に努めています。
また、センターの玄関には手指消毒液や非接触式の体温計、スリッパ殺菌ロッカーを設置しています。
どなたでも安心して来所いただける環境整備をしています。
困りごとや悩み事は、いつ、どんな時に訪れるかわからないものです。気になることがありましたら、
ご相談ください。

保育・子育てサービス
新型コロナウイルスの感染予防として、こども園では大きな生
活の変化がありました。例えば、保育者が皆マスクをしている環
境は、言葉の獲得時期である乳幼児にとって、保育者の口の動き
や表情が見えずらいことは、残念なことでした。
多くの制限があった園生活ですが、保育の中身は充実して「新
しい教育・保育」を展開することができました。
行事が出来なかった分、
「運動会ごっこ」
「おまつりごっこ」等、
「見
せる行事から子どもの主体性を重視した活動」に、保育を転換す
ることができました。
今年度は、保護者参加型保育を、小規模で開催します。子ども
たちがどんなふうに園で過ごしているのか、保護者の皆様にご覧
いただけるよう計画しています。お楽しみになさってください。
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Camera
Catch
カメラキャッチ

各施設の活動を紹介し

ます

太陽の園
●中庭で立派なキュウリがとれまし
た！毎日成長を見守っていました！
●太陽の園春祭り開催！ポッポ焼き、
わたあめ、かき氷、ベトナムコーヒー
も！なかなか外に出れないけどお祭り
気分味わえました！

ひまわりの園
●夏を目前にして、窓の外にゴーヤを
植えてグリーンカーテンを作りました。
これで夏の日差しがさえぎられて少し
でも涼しくなりますように…。
●今年の母の日にショートステイの利
用者宛になかなか面会に来られないご
家族からとても素敵なお花が届きまし
た。とっても嬉しそうな笑顔でパチリ

きららおひさま
こども園
●夏は、水遊び・どろんこ遊びをたく
さん楽しみました。水や泥はどんな形
にも変化するので、いろいろな「なん
でだろう？」にあふれ、心と体が育つ
遊びです。今年も、たくさんお水で遊
んだね。楽しい夏が過ぎ、さあ、秋は
どんな楽しみが待っているかな？

きららにこにこ
こども園
●お天気のいい日に近くの神社に行き
ました。神社には不思議がいっぱい。
どうして竜の口から水がでるのかな？
●春に植えた野菜の苗、「葉っぱがど
んどん伸びていく！」「おおきくなっ
た！」と、毎日の変化をみんなで見て
きたきゅうりの収穫です。
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さわらび
●外出や交流機会が減りました。ただ、
じっとしていては体が鈍るばかり。
毎日音楽に合わせ体操を続けています。
●お母様の手にかかれば大量の洗濯物
もアッという間に畳まれてしまいます。
特別なことではありませんが、昔から
身についていることをいつまでも続け
られるよう日々がんばってもらってい
ます。

あさひ
●テーブルボウリングにて、「スト
ライク」を出しました。笑顔が男前
ですね～。
●きれいな黄緑色の「そら豆」を茹
でてみんなで食べます。 真剣に剥
いてくれます。
季節の野菜、やっぱり美味しいで
すね。

みなみよしだ
●七夕の願いごと（左）
お孫さんが車の免許を取得し「安全運
転」とお孫さんの運転でドライブがし
たいと願いを込めて書きました。
●食器洗い（右）
飲食店で働いていた経験を活かし、山
ほどの食器を洗うことは朝飯前！！
「洗うよ～」「拭くよ～」といつもお
世話になっています。

長善のさと
●感染防止に気を付けて、今年の春は
お花見に行くことができました。色と
りどりの花をバックにちょっと一服･･･
くつろぎのひと時です。（左）
●６月に「開園５周年祭」を行いまし
た。お昼は祝い善を囲み、その後は余
興を堪能。写真は「乾杯！！」の瞬間
を激写したものです。（右）

児童クラブきらら
●学校から帰ってきた子どもたちは、
おやつを食べ宿題を終わらせると様々
な遊びを楽しんでいます。
レゴブロックで乗り物や生き物を作
ったり、カプラでコースを作りビー玉
を転がしてみたり。完成すると「先生
見てー」と嬉しそうに見せてくれます。
毎日元気いっぱいの子どもたちです。
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新人職員紹介

新任職員
インタビュー

今年度も吉田福祉会に新しいメンバーが加わりました♪
代表して、鈴木青葉さんにお話を伺いました♪

きららおひさまこども園

子ども発達支援員

鈴

【この仕事に就こうと思ったきっかけ】

木

青

葉

【目指す職員の姿】

子供が好きで、
子供の成長を支えられる仕事がしたいと
思ったからです。

子供の気持ちを尊重し、子供一人ひとりに寄り添って
関わることができるようになりたいと思います。

【こども園で働いてみて感じたこと】

【好きなもの】

子供一人ひとり、性格や発達段階が違うので、それぞれに
合った関わり方をすることが大事だと感じました。
【日々、大切にしていること】

好きな言葉は「ありがとう」、得意料理は「カレー」です。
【人以外に変身するなら何がいい？】
ねこ。

笑顔で子供たちと関わることを大切にしています。

【絶対に誰にも負けないことは？】
何事にも一生懸命なことです。

チャン・コン・ミン

太陽の園
介護員

●好きな飲み物は？
ビール ミルクティー
●コンビニでよく買うものは？
アイスクリーム お菓子
●無人島に1つだけ持って行くなら何？
お金
●最後の晩餐で食べたい物は
りんご バナナ

ヴゥ・ドゥック・ニャン

太陽の園
介護員

●好きな飲み物は？
ミルクティー
●コンビニでよく買うものは？
ジュースとパン
●１億円あったら何する？
好きな車を買う
お金が余ったら銀行に預ける
●愛とお金どちらが大切？
両方大切です

グェン・ディン・タン

太陽の園
介護員

●好きな食べ物は？
お寿司
●初恋は何歳？
18歳
●コンビニでよく買うものは？
飲み物
●絶対に誰にも負けないことは？
一生懸命に仕事をすること

グェン・ティ・マイ

太陽の園
介護員

●好きな言葉は？
自分の生きる人生を愛せ、
自分の愛する人生を生きる
●好きな異性のタイプは？
優しい人
●人以外に変身するなら何がいい？
鳥
●絶対に誰にも負けないことは？
元気

チャン・ティ・チン

太陽の園
介護員

●好きな動物は？
犬
●コンビニでよく買うものは
アイスクリーム
●人以外に変身するなら何がいい？
青バラ
●最後の晩餐で食べたい物は？
抹茶味のケーキ

ドゥオン・ティ・トゥイ・チャン

太陽の園
介護員

●好きな飲み物は？
ジュースなら何でも好き
●1億円あったら何する？
半分はベトナムの家族に送って、
半分は貯金する
●自分を動物に例えると？
ねこ
●絶対に誰にも負けないことは？
勉強すること 教えられると
すぐ理解できます
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地域の皆さんの介護の疑問にお答えします！！
Ｑ

利用を考えていたら、まずどこに連絡すればいいですか？ 家に来てもらって相談はできますか？
吉田地区地域包括支援センター、市役所の長寿
福祉課窓口で相談できます。地域包括支援セン
ターでは、電話・訪問・来所での相談に対応しています。
現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事
前に電話でのご予約をお願いいたします。

Ａ

Ｑ

利用できるまでどのくらいかかるの？

ケアマネージャーって何ですか？

基本的には認定が下りてからの利用になります。認定が確定するまでの間（申請書提出後、約１か
月～ 1.5 か月）にサービス利用が必要な場合は、相談の上対応が可能です。
ただし、認定結果によっては利用料金が高額になる場合があります。事前にケアマネー
ジャーとよくご相談ください。ケアマネージャーとは、主に要介護認定を受けられた方が
介護保険のサービスを利用する場合の調整を担っています。地域包括支援センターは、地
域の（主に高齢者の）総合相談の窓口です。
「介護認定を受けたい」
「デイサービスに行きたい」
「介護用のベッドを借りたい」などの個別の相談に応じていますよ。

Ａ

Ｑ

デイサービス、ショートステイって何？

どんな人が利用できるんですか？

どちらも、食事・入浴などの介護や機能訓練を
受けられるサービスです。
デイサービスは日帰り、ショートステイは宿泊です。
どちらも、介護認定を受けた方が対象になります。
（デ
イサービスは、介護認定を受けずとも基本チェック
リストで該当すれば利用できます。）

Ａ

Ｑ

介護認定って聞くけど何でしょうか？

介護保険サービスを受けるために必要な申請手続きです。介護保険制度の、「どのサービスが、どれ
ぐらい必要なのか」を知るための診断です。
聞き取り調査と、主治医意見書をもとに、専門家による審査会が開かれ、認定が決定します。認定結果によっ
て、利用できるサービス内容や量が決められています。

Ａ

些細なことでもお気軽に
ご相談ください！！
《あなたの総合相談窓口》

吉田地区地域包括支援センター

☎９４-７６７６

ひまわりの園相談センター内
（吉田大保町 25-15）
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突撃インタビュー
長善のさと 計画作成担当者

田野 秀明

【この仕事に就こうと思ったきっかけ】
子供のころから看護師をしている母親の姿を見ていて自分も困ってい
る方の役に立てる仕事に就きたいと思ったことがきっかけです。
【働いてみて感じたこと】
働き始めて何十年と経過してしまいましたが、当時は認知症の方の対
応の難しさに戸惑いを覚えた時もありました。
その後利用者との日々の関わりや認知症ケアを学んでいくことでその
奥深さを実感し今でも学ぶことは多いですが、経験と学びを生かしなが
ら楽しく利用者の方たちと関わりを持っています。
【日々、大切にしていること】
ありきたりな事ですが、自分の中のモヤモヤやストレスを溜めないようにすることを意識しています。自分
のことを理解し、話を聞いてくれる存在がいること、ストレスを発散できる趣味や機会を持つことは良い仕事
をする上で大切なことではないかと思っています。
【目指す職員の姿】
尊敬できる先輩や見習いたいと思う職員はいます
が、現在自分の子供が同じような道を目指しており、
子供にとって目標にしたいと思ってもらえる存在で
ありたいと感じています。

【好きなもの】
職場の仲間で参加した燕マラソン大会がきっかけ
で今では走ることがストレス解消となっています。
５キロから長いと20キロくらいを１日で走ること
もあります。目指すはフルマラソン３時間切り！目
標は高く頑張ります！

皆さんの善意に感謝いたします！
！

編集後記
●今回はこれまでの広報の中心となっていた編集長が退
任され、新たなメンバーで作成をしました。記事もぐっ
とコンパクトになりとても十分な内容ではないですが、
なんとか発行にこぎつけました。昨年から今年にかけて
は新型コロナ感染症の影響でどの事業所も、楽しみにし
ていたイベント・行事などは例年通りには行えませんで
した。はやく日常が回復してほしいものだと思います。
陽だまり10月号にご協力をいただいた皆様ありがとうご
ざいました。

寄附物品
・石橋勝行さま
昭和のモノクロ写真のカラー化パネルと
昭和の懐メロ音楽CD

寄 附 金
・丸山政治さま

・匿名

2名

広報誌写真撮影にあたり
吉田福祉会のホームページでは、
ブログや施設の様子など随時更
新中！
携帯電話のＱＲコード読み取り
機能を利用して、アクセスする
ことができます

施設一覧

太陽の園
ひまわりの園
ひまわりの園相談センター
さわらび
あさひ
みなみよしだ
長善のさと

吉田福祉会TOP

吉田法花堂
吉田大保町
吉田大保町
佐渡山
吉田旭町
吉田西太田
粟生津

吉田福祉会求人サイト

☎９２-３３３９
☎９２-０７５１
☎９４-７６７６
☎９２-０１００
☎７８-７５１０
☎９２-３３４０
☎７７-８６６８

今回の「陽だまり」発行にあたり、撮影でマ
スクを外す場面もありましたが、終了後にはき
ちんとコロナ対策に万全を期していますので、
ご理解をお願いいたします。

きららおひさまこども園
きららにじぐみ
きららにじぐみキッズ
児童クラブきらら
きららにこにここども園
あったかハート
法人本部

吉田東栄町

☎７８-７８０４

吉田東栄町

☎７７-８８１７

吉田西太田
吉田法花堂
吉田大保町

☎７８-８０２５
☎９４-７０１０
☎９３-６４６４
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