令和二年五月発行
社会福祉法人 斉慎会
特別養護老人ホーム西貝の郷
特別養護老人ホーム西之島の郷

令和二年度 斉慎会 新任職員入社
新任職員入職
令和 2 年 4 月 1 日、斉慎会に 10 名
の新しい仲間が加わりました。
新型コロナウイルスの影響により、
例年とは少し違った入社式とはなりま
したが、新任職員の熱意は十分に伝わ
り、頼もしい限りでした。
例年通り、入社式の後には各研修を
行い、斉慎会職員また介護職としての
第一歩を踏み出しました。次から西貝
の郷、西之島の郷の新任職員を紹介い
たします。

西貝の郷 新任職員
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春 風

ゆうな

磯部 優奈

磐田西高校を卒業して、4 月から
西貝の郷で働かせていただいています。
趣味は掃除をすることです。細かい所
まで掃除をし、入居者様が気持ちよく生活できるよう
にしたいです。丁寧な言葉遣いを心掛け、精一杯頑張
りますのでよろしくお願い致します。

青 空

ゆうすけ

岩﨑 有亮

西貝の郷で働いていく上で、ご入居
者一人一人に合ったケアをしていくよ
う頑張っていきたいと思います。
また、ご入居者の身体機能を維持・向上できるように
関わることを大事にしていきたいと思います。
趣味はサッカー観戦です。

おちあい

若 草

おんだ

り さ

太 陽

落合 里紗

まな と

恩田 真透

入職して１か月以上が経過しましたが、

天竜高校の福祉系列で 2 年間

気をゆるめずに職員としての意識を忘れず

勉強をし、4 月より入職しました。

に仕事を行いたいと思います。

先輩職員の話をしっかりと聞き、
入居者様の毎日が楽しく安心できるようにお手伝いして
いきたいと思っています。不慣れな点も多いですが、精
一杯努めてまいります。よろしくお願い致します。
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柴本 梨衣奈

新入職員の柴本です。学校で学

ゆず き

小林 柚貴

んできた事を生かし、皆様の力を
借りて笑顔で利用者様に寄り添った

浜松医療福祉専門学校を卒業し

介助が出来る様に頑張っていきます。

西貝の郷に入職しました。私は
小学生の時、ボランティアで行った老人ホームで職員さ
んや入居者様に優しくして頂き「こういう仕事に就きた

至らない点も多いかと思いますが、よろしくお願い致
します。

い」と思いました。誰からも頼られる職員になるという
目標に近づけるよう日々努力していきます。
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八木 優人

浜松修学舎高校の福祉科を卒業しま

え

平田 美映

した。小学生からの夢であった、介護

普通科出身で知識も全くない状態から

福祉士として施設で働くという夢が叶

介護について知っていきたいと思います。

った今、次の目標である「一人前の介護職員になる」

利用者様と良いコミュニケーションを取り、介助をし、

を忘れず、勉強をしていきたいと思います。

心地よい生活を送っていただけるよう努力していきたい
と思います。

西之島の郷 新任職員
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高校では基本的な介護技術などや
高校では介護についての基本的
な知識や技術を身につけました。
学校で習ったことを活かし、これからの介護につなげて
いきたいです。また入居者様との関わりを通して、職員
として成長し、よりよい生活を送っていただけるように
したいです。よろしくお願いします。

礼儀を学びました。介護職員 1 年
目、社会人 1 年目で慣れないことや不安なこともあり
ますが、高校で学んだことを活かして笑顔でがんばり
ます。優しい口調、丁寧な言葉遣いを心がけ、入居者
様に豊かな生活を送っていただきたいです。

【西貝の郷】
3～4 月

なし

【西之島の郷】
3～4 月

なし

※新型コロナウイルスの感染経路遮断のため、3 月～4 月についてはお受入れ等をしておりません。
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看護職員

江口久美子

・令和 2 年度の納涼祭につきましては、新型コロナウイルスの感染を防止
するという観点から中止とさせていただきます。
・面会制限につきましては、継続とさせていただいております。

・現在、斉慎会では、WEB 面会の実現に向けたシステム構築と運用の検討をして
おります。西貝の郷は【ZOOM Cloud Meetings】西之島の郷は【LINE】の
グループトークを使用していく予定で現在調整中です。

令和 2 年 3 月～4 月に施設に寄せられた苦情・要望と
それに対する施設での対応を紹介致します。
皆様から頂いた貴重なご意見は、より良い施設にする為に活
用させていただきます。
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苦情・要望の内容

施設の対応

車椅子は入所時に使用したものを今後も使用していく
のか。車椅子の購入も考えているので業者の紹介が可
能なのか教えてほしいとご家族より。

車椅子については、変更する準備をしていることをお伝え
しました。購入については変更後のご様子で検討をさせて
いただきたい旨をお伝えしました。

ホームページ内で「コロナウイルスの感染拡大
防止の為」との記載があるが、感染拡大と書い
てあると、今施設で発生しているものが拡大し
てしまうという印象を受ける。表現を変えた方
がよいのではないか。また、面会禁止というこ
とだけではなく、感染経路を遮断する為に施設
や職員が行っている対応を載せた方が家族とし
ては安心するのではないかとご家族より。

ホームページの文章を訂正させていただきました。
また、職員や施設で実施している対応を西貝通信で
全てのご家族にお知らせいたしました。

車椅子の購入に際し、ブレーキレバーが短くて操
作しにくいようなので伸ばすことはできないか。
タイヤがノーパンク仕様であったが、普通のタイ
ヤに変更できないかとご家族より。

ノーパンクタイヤと通常のタイヤとの違いや利点をご説明
いたしました。ブレーキレバーについてはオプション購入
で延長レバーがあることをお伝えしました。

女性利用者が排泄に行く際に男性職員が紙パンツ
を引き出しから出してプラプラと他人から見えた
状態でトイレの介助に行っていた。
自分が同じような対応をされたら嫌だし、配慮が
ないと思ったとご利用者より。

ご利用者に謝罪を行い、今後はエコバックのような袋を用
意し、トイレ介助時に袋の中に下着や紙パンツ類を入れ、
トイレ介助に向かうよう対応していきます。

コロナウイルスの影響で面会が出来ないが、ガラ
ス越しに本人と面会するといった方法で会うこと
はできないだろうかとご家族より。

現在行っている感染対策についてご説明した上で、いただ
いたご要望については検討させていただくことをお伝えし
ました。

ショートステイから帰宅した後、トイレに連れて
いったら、リハビリパンツの中のパッドが 2 枚重
なって当ててあり、2 枚とも汚れていた。これで
二度目である。汚れたままの状態であった為、お
尻が赤くなってしまい、かわいそうであった。ち
ゃんと交換してあげてほしいとご家族より。

不快な思いをさせてしまったことを謝罪し、今後の対
応として下記のご説明をいたしました。
・毎食後・おやつ後にトイレ誘導を行い、パッドの確
認交換をします。
・介助拒否が強い時には二人介助や車いす誘導をし、
時間をおいて再度誘導を行うようにします。
・清潔保持の為、誘導時には清拭を行っていきます。

『笑顔の郷』へのご意見、ご要望などがございましたら、ぜひお寄せください。

〒438-0026
静岡県磐田市西貝塚 2111 番地 1
特別養護老人ホーム西貝の郷
TEL:0538-21-3933/FAX:0538-21-3935

〒438-0041
静岡県磐田市西之島 26 番地 1
特別養護老人ホーム西之島の郷
TEL:0538-39-4165/FAX:0538-39-4160

