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平成25年

4月号

第２92号

看護・訓練 
副主任看護師   佐野昌子 
看護師      境野由美枝 
准看護師      佐藤悦子 
             (玉川ホームより異動)               
 
准看護師       渡辺三喜子 
准看護師      佐藤恵子 
 
機能訓練指導員  横堀克佳 
機能訓練指導員  関根大介 

給 食 
主任栄養士     織田由美子   
副主任調理員   鈴木喜子 
栄養士兼調理員  三村亜美         
調理員         鈴木美恵子 
調理員          川島智美 
パート調理員   吾妻美智子 
パート調理員    佐藤きよ         
                     

施 設 
施設員  長谷川 孝 
保清員  小舘八重子 

事 務  
事務長     阿部 佳男 

介護支援専門員 
主任介護支援専門員     紺野尚子 
介護支援専門員        中山友樹 

 生活相談員 
 
 主任生活相談員       金田喜輝 
                (太田デイサービスより異動) 

 副主任生活相談員（短期）  入江均 
 副主任生活相談員(長期）  有馬明美   
               

園長 山﨑雅人 

 平成二十五年度を迎えました。 

 あたみホームでは七名の異動職員と一名の新採用職員を迎えました。比較的大きな人事異動とな

りまして、あわただしい四月を迎えておりますが、利用者の皆様、ご家族の皆様には以前と変わら

ないサービスの提供に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  

 去る、三月十五日に法人役員会が開催され、今年度の事業計画案と収支予算案が承認されました。 

 法人理念である「誓いの言葉」と職員の行動規範を示す「目指す職員像」を念頭に、質の高い介

護サービスの提供、健全な財務体制の確保、職員の育成を図ってまいります。 

 今年度の新規事業といたしましては、心を安定させ癒しの効果があると言われる「ぬくもりケ

ア」を研究し実施いたします。このケアはスウェーデンで未熟児の看護をする中で生み出された方

法で、背中や手、腕、足などをゆっくり撫でることで心が安静になるホルモン物質が出てくるそう

で、高齢者にも効果があるそうです。  

 また、昨年度好評をいただきました、出前のお寿司賞味会やショッピング、ラーメンの外食など

のお出かけ支援事業、福島県パートナードッグ普及委員会のご協力を頂きながら「わんこと遊ぼ

う」、感謝祭や年忘れ会などを企画してまいりますので、お気軽にあたみホームに足を伸ばしてく

ださい。 

 さて、昨年度は皆様のご協力によりまして、インフルエンザウイルスやノロウイルスへの罹患が

利用者の皆様にはありませんでした。職員一同ほっと胸をなでおろしております。 

 手洗いや消毒の励行と利用者の皆様への食べ物の持ち込み禁止が功を奏したのだと思います。皆

様のご協力に感謝申し上げます。 
 中国での鳥インフルエンザの報道や北朝鮮の動きには顔が曇ってしまいますが、春の温かい日差
しを浴びて桜の花や山々の芽吹きを眺めると、気分もウキウキしてきます。 

 今年度も利用者の皆様の健康に気を配りつつ、個別的なケアの提供に努めQOL(生活の質)の向上

を図ってまいります。 
 皆様どうぞよろしくお願いいたします。              



   グループリーダー  丸山 幸寿 

      グループリーダー 丹治 知恵 

【2階：海ユニット】 

    グループリーダー 古川 玲子 

【2階：虹グループ】 

副園長兼介護長  菅野 多美子 

主任介護員      須藤 さおり 
              (玉川ホームより異動)  

【１階：月･花グループ】 

【2階：空グループ】 

   グループリーダー 鹿又 徳子 

223号 屋代 知宏 
225号 伊藤千穂子 
226号 古川 玲子 
フリー  森田 真広 
 

227号 伊藤千穂子 
228号 長水つぎゑ 
230号 川越 みか 

≪月グループ≫ 
101号 草野 歩 
102号 小池 靖 
103号 堀田 実紀 

105号 影山 正子 
106号 長谷川 文江 
107号 佐藤 良恵(玉川ホームより異動) 

108号 平野 明莉(新採用) 

≪花グループ≫ 
110号 小野 美香 

111号 大内 美香 
112号 青山 裕子 
113号 安田 優子 
115号 先﨑 佳子(玉川ホームより異動) 

116号 武田 若菜 
117号 佐竹 純也 
フリー  東間由美子 

(長期入所居室担当) 

206号 結城 憲子 
207号 野内真意子(太田デイサービスより異動) 

208号 舟田 智子 

221号 渡部 由紀 
フリー  伊藤 和枝 

(短期入所居室担当) 

201号 鈴木 洋子 
202号 堀井 美香 
203号 丹治 知恵 

205号 佐藤 秋奈 
222号 堀井 美香 

210号 楠 春菜 
211号 押山 智美 
212号 北嶋裕太郎 
213号 北嶋裕太郎 
215号 鹿又 徳子 

216号 荒井 薫 

217号 荒井 薫 
218号 渡邉 美代 
    (玉川ホームより異動) 

220号 松﨑 大輔 



３月３日の桃の節句の様子です。ひな壇
飾りと一緒に写真撮影。いくつになって
もお雛様、お内裏様とハイポーズ。 

３月６日に安子島小学校の４、５年生と交流会を開催しました。時の扉、ふるさとなど合わせて
５曲を合唱・演奏してくれました。生徒のみなさんから自己紹介を兼ねた将来の夢カードを頂き、
立派な内容に感心され、将来の夢について語り合いました。また、一緒に折り紙で「鶴」などの
作品を作ったりと楽しい時間を過ごす事ができました。  

正面入り口のロビーに３月に飾られていたひな壇です。 



　

主任生活相談員 
  金田 喜輝 

この度の人事異動によりあたみホーム
に復帰いたしました。１０年ひと昔と言
いますが、利用者様が大幅に変わっ
ており浦島太郎のような気分です。こ
れからもどうぞよろしくお願いいたしま
す。 

●最高年齢者 
 【男性】１００歳 
 【女性】１０４歳 

●最低年齢者 
 【男性】６９歳 
 【女性】６２歳 

 4月17日（水） 
施設の桜が満開の中、今年はお花見会を開く事ができました。異動･新人職員による自己紹介を兼ねた余
興、桜を見ながらのホールでの昼食、おやつには、お花見だんごを頂き笑顔に満ちた、ご満悦な1日にな
りました。 

新採用職員 

異動職員 

１０８号室担当介護員 
    平野 明莉 

福島介護福祉専門学校を卒
業してきました。これから社
会人としての自覚を持ち、太
田福祉記念会の一員である
ことを意識して、頑張ってい
きます。 

●利用者の平均年齢 
【男性】８４．８歳 

【女性】８７．５歳 

●全体の平均年齢 

    ８７.１歳 
（平成２５年４月１日現在） 

主任介護員 
須藤 さおり 

今はまだ、毎日が教えて頂きながら助け

られながらの生活です。利用者様のお役

に立てるよう、１つ１つ覚えてまいりたい

と思います。ご指導、アドバイス等よろしく

お願い致します。 

看護師 
佐藤悦子 

初めての異動でドキドキの毎日です。
この緊張感を忘れることなく１日も早く
仕事や環境に慣れ、利用者様のお役
に立てるよう頑張って行きたいと思い
ます。 

１０７号室担当介護員 
佐藤 良恵 

まだ慣れず、皆様にご迷
惑をお掛けしますが、精一
杯頑張りますので、ご指導、
助言宜しくお願いします。 

１１５号室担当介護員 
先崎 佳子 

分からない事が多く、戸惑
うばかりの毎日でご迷惑
をお掛けすると思います
が、宜しくお願い致します。 

２１８号室担当介護員 
渡邉 美代 

不慣れな所もありますが、
皆様のお力を借りて、充
実した生活が送れるように
援助していきたいと思いま
す。 

２０７号室担当介護員 
野内 真意子 

これまでの経験を生かし
利用者様に寄り添う介護
をして参りたいと思います。
宜しくお願いします。 


