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ご挨拶 

  

新元号の令和がいよいよ施行されました。この笑顔の郷：第 9 号も 

「令和元年 5 月発行」となります。思い起こせば、法人開設は今から 

16 年前の平成 14 年、ご利用者の尊厳に着目した居住福祉型の施設形 

態が注目され始めた時期でしたが、当時はまだあまり定着していなか 

った「ユニットケア」の概念に試行錯誤して向き合いながら、ご利用 

者に満足していただける施設運営を目指して取り組んで参りました。 

振り返れば、たくさんの人との出会いと別れがあり、そこにはたくさ 

んの喜びと悲しみと学びがありました。そして、それこそが私たちの 

財産となりました。法人の歩みが、平成の半分の歴史とともに創られ 

てきたこと、そして新しい元号の歩みとともに、これからも飛躍して 

いかなければならないことに決意を新たにしています。 

これからも、感謝の気持ちを忘れずに、皆様に愛され、そして選ばれる法人運営を 

心掛けて参ります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を心よりお願い致しまして、 

新年度の御挨拶とさせていただきます。 

                        特別養護老人ホーム西之島の郷 施設長 成田将史 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養士 中
なか

島
しま

 史
し

保
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委託給食会社での経験を 

経て、4 月より入社しました。 

岐阜県出身で、現在は袋井市 

に住んでいます。一日も早く利用者様に寄り添い、 

安全で楽しい食事の環境を提供し続けることができ

るよう精一杯努めてまいります。不慣れな点も多々あ

るかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 

みのり街 橋本
はしもと

 真理
し ん り

 

今年、磐田北高校の福祉科を 

卒業しました。西之島の郷の 

介護実習で、先輩職員の仕事を 

している時の笑顔や楽しそうに働いているところを 

見て、この施設で働きたいと強く思いました。分か

らないことをそのままにするのではなく、「分かる」

に変えていきたいです。よろしくお願い致します。 

みそら街 原田
は ら だ

 玲那
れ な

  

横須賀高校を卒業しました。 

部活動はバスケットボールで 

した。ポジションはフォワード 

です。クラブチームにも所属し、たくさんの人と 

関わってきました。介護については初心者ですが 

分からない所は、先輩方に聞いて知識を身に付けて 

いきたいと思います。よろしくお願い致します。 

かおり街 松村
まつむら

 里子
さ と こ

 

グループホームでの経験を 

経て 4 月より入社しました。            

介護の仕事を通じて、人の 

関わり方や礼儀作法を日々勉強中です。入居者様が

毎日笑顔で、「生活を楽しむ」お手伝いが少しでもで

きるよう精一杯努めてまいります。不慣れな点も

多々あると思いますが、よろしくお願い致します。 

業しました。動物が 

しくお願い致します。 

めぐみ街 島田
し ま だ

 和
かず

見
み

 

今年、磐田北高校を卒業しま 

した。利用者様との時間を 

大切にし「出会えて良かった」 

と思っていただけるよう、寄り添う介護を行いたいと

思います。常に笑顔でいることを心がけ、先輩方のご

指導のもと一日でも早く仕事を覚えます。 

よろしくお願い致します。   

 

西之島の郷 新任職員 

 

平成 31 年度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 斉慎会では、年度初めに入職式および法人新任職員研修 

を実施しております。法人新任職員研修は 2 日間行われます。社会人としての 

  

基本的なマナーの習得や介護保険制度に関すること等を学 

び、斉慎会職員としての第一歩を踏み出します。また、当 

研修は同期の絆を深めるよい機会となっています。 

 

 

 鈴木
す ず き

 大良
た い ら

  

介護の仕事は未経験ですが、 

自分の持ち味を活かして仕 

事を楽しみたいと思います。 

まず、自分自身が成長し、入居者様にその力を還元

できるように頑張りたいです。 

尊敬しているブロックリーダーのような職員になれ

るように努めています。 

まずは、資格をとることを目標に頑張ります。 

 

 大杉
おおすぎ

 一
いつ

希
き

 

はじめまして大杉一希です。 

東海文化専門学校に通って 

いました。学校ではシーツ 

交換やベッド・車椅子の移乗をよく練習しました。

僕は中学生の頃、ボランティアで老人ホームに行き

ました。その時、入居者様が笑顔で話しかけてくれ

たことがとても嬉しくて、介護職員になりたいと思

うようになりました。 

介護職員になることができた現在は、安心を与えら

れる介護技術を身につけること、皆様に信頼される

職員になること、この二つを目標に頑張っています。 

西貝の郷 新任職員 

 

平成 31 年度 

新 任 職 員 研 修 



 

 

 

 

 

 西之島の郷導入研修テーマ、今年度は  

              [Let’s Think!!] 

 

 新任職員研修終了後、新任職員は西貝の郷、西之島の郷の各                 

施設において、導入研修に入ります。今年度については、西之 

島の郷で行われた新任職員導入研修の様子を紹介致します。 

 研修では、シーツ交換や清掃の手順のほか、福祉機器の取り 

扱い方等を含めた基本援助技術などを学びます。 

また、研修と並行して自身の配属ユニットにて日常業務の習得 

に努めます。研修最終日には、『こんな施設に入居したい』をテ 

ーマにしたグループワーク発表を行いました。 

  

 

                                                  

                          

                          

                             

                      

                          

                      

 

 

 

                                

    

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

新 任 職 員 導 入 研 修 

 

 



        

          『節分』 

         陽だまりユニット 八木乃野賀 

         草原ユニット   河野爽矢 

 

入居者様同士で話をしながら、 

楽しそうな様子で玉入れをお 

こなっていました。ボールを 

必死で投げる他入居者様に声 

援を送る方や、『鬼は外、福は 

内』と掛け声をあげる方など。 

とても盛り上がっていました。 

 

 

                                   遠足『いちご狩り』 

                           春風ユニットリーダー 平野晃義 

                                

                                 入居者様からは「美味しかったよ」                                    

                                 「また行きたいね」等の声も聞か                             

                                 れ、ご家族と一緒に皆様楽しまれ 

                                 ていました。 

 

 

 

 

          『花を見に行こう』  

                    西之島の郷 つばさ街 菅沼優香 

平成 31 年 4 月 9 日火曜日。つばさ街ご入居者 2 名様と 

 市内のつつじ公園まで桜を見に出かけました。 

 柔らかな日差しと満開の桜に春の訪れを感じることが 

 出来ました。 

 

 

 

 

 

                           

ユニット企画 
西貝の郷 

西貝の郷 



 

                           

平成 31 年 2 月から 4 月までの 2 か月間で 

西貝の郷、西之島の郷にボランティア活動で 

多くの方がお越しくださいました。 

ごく一部ではありますが、ご紹介させて 

いただきます。 

 

松尾貴臣様（株式会社こころざし音楽工房） 

歌謡ショー 

  実施日：平成 31 年 3 月 6 日（西之島の郷） 

2008 年 4 月に自身の音楽事務所であるこころざし 

音楽工房を設立。年間 350 回ほどのライブ活動を 

行っている。2010 年 7 月 7 日には、青森県にて 

47 都道府県でのライブ活動を達成。 

 

  

 永寿会様による歌と踊りの披露 

  実施日：平成 31 年 3 月 16 日（西之島の郷） 

 今回で 4 回目となる西之島の郷での歌と踊りの 

 披露の為、来所してくださいました。 

 永寿会様は磐田市内の施設等を周り、歌や踊りを 

 披露している総勢 20 名様のグループです。                                                     

                            

  

 M6 様によるギター演奏 

  実施日：平成 31 年 3 月 15 日（西貝の郷） 

 M6 様によるギターの弾き語りは、息がぴったり。 

 入居者様も真剣な眼差しで聴いていらっしゃいました。 

 M6 様が爪弾くギターの音色は、生演奏でしか 

 感じることが出来ない温かさに包まれています。 

 

 

 ふたばコーラス様による歌の披露 

  実施日：平成 31 年 4 月 21 日（西貝の郷） 

 ふたばコーラス様が地域で活動されているコーラス 

 グループです。メンバーの皆様の美声に入居者様は 

 うっとりされています。ギター演奏と同様に、 

 入居者様が楽しみにされています。 

   

ボランティア活動 



    【西貝の郷】               【西之島の郷】         

２月  大正琴              ２月  駄菓子やっこ様 

    朝倉聖子様（書道）            生け花クラブ様 

３月  大正琴                  縁処茶屋様 

    朝倉聖子様（書道）        ３月  松尾貴臣様 

    杉森様                  永寿会様 

    M６様（ギター）             駄菓子やっこ様 

    石川眞由美様（読み聞かせ）        生け花クラブ様 

    楓の会様（茶道）             縁処茶屋様 

４月  大正琴              ４月  駄菓子やっこ様 

    朝倉聖子様（書道）            生け花クラブ様 

    ふたばコーラス様             縁処茶屋様 

 

  

    【西貝の郷】                【西之島の郷】 

２月  浜松医療福祉専門学校 伊藤星璃様  ２月  静岡産業大学 岡野陣史郎様 

    浜松医療福祉専門学校 小林柚貴様      静岡産業大学 松井佑磨様 

    浜松修学舎高等学校 長谷川陸大様      聖隷クリストファー大学 高橋道明様 

    浜松修学舎高等学校 江間晴留菜様      聖隷クリストファー大学 金原優香様 

 

 

    【西貝の郷】                【西之島の郷】 

２月  介護職員  井口美香        ２月  介護職員  大津勇起 

３月  介護職員  川本和恵        ４月  介護職員  島田和見 

    介護職員  国井智津子           介護職員  原田玲那 

    ドライバー 後藤友之            介護職員  橋本真理 

    介護職員  鈴木大良            介護職員  松村里子 

４月  介護職員  大杉一希            栄養士   中島史保子  

   介護職員 後藤沙姫 

    【西貝の郷】                 【西之島の郷】 

２月  介護職員  村松寿美             ３月   6 名 

３月  看護職員  飯田有希子 

４月  介護職員  四本松真由美 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付 区分 苦情・要望の内容 施設の対応 

2/1 
西貝の郷 

短期 

個室ショートステイを利用中、他利用者様

が部屋に入り、２回ほど居室に入ってトイ

レを使用していた。洗面台に置いてあった

私物も位置が変わっており、触った形跡が

あった。どうにかしてほしい。 

居室を空ける時には鍵を掛けて対応すること

とし、今後同じ事がないよう職員が注意して対

応していく事としました。 

2/28 西貝の郷 

（2/15 職員が車椅子のご利用者様を介助

中、誤って転倒し怪我をさせてしまった）

それ以降、当該職員は何も言ってこない。

他の職員は心配をして聞いてくれるのに、

との事であった。事故以来、当該職員にト

イレ誘導してもらう事が怖くなってしまっ

た。 

リーダー、介護主任より、職員の対応について

謝罪をする。今後は注意して介助を行っていく

ことをお伝えしました。 

3/7 
西貝の郷 

デイ 

デイサービスから帰宅後、洗濯物が入ったビ
ニール袋の中に朝着用したセーターが入って
いた。洗濯物の中にセーターは入れてほしく
なかった。 

時期的に寒い日もあり、セーター着用時にはご本人

と相談し、着用しない場合でも洗濯物とは別にして

返却することとしました。 

3/13 
西之島の郷 

特養 

洋服（上着）の中に手袋が入っていた。 

なぜ手袋が入っていたのか知りたい。 

中間浴後にベッド上で軟膏を塗布した後の更衣介助
の際に、手袋が洋服の中に入ってしまいました。上
記をご家族に説明し、謝罪と再発防止に努める旨を
お伝えしました。 

3/23 
西貝の郷 

短期 

母を迎えに来た際、他の方が帰りたくなるか
らと言う理由から急いで帰らされた。 
帰って来た母のストマの取り付け方が悪

く、便が漏れていた。以前よりストマの

貼り方を伝えているのに、統一されてい

ない。 

相談員より、不快な思いをさせてしまったことを謝

罪させていただき、ストマの件については今後同

様の事が起こらないよう、次回ショートステイ

利用時に担当者複数人で立会い、確認を行いま

した。 

平成 31 年 2 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。 

今年も納涼祭を開催致します。 

皆様お誘い合わせの上、是非お越しください。 

西貝の郷 

令和元年 7 月 20 日（土） 

18:00～20:00 

西之島の郷 

  令和元年 8 月 4 日（日） 

18:00～19:30 

※詳細につきましては、決まり次第追ってお知らせいたします。 

〒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 


