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介護予防事業・紀の川市委託事業
新型コロナウイルスの影響により、いきいき元気塾 (なが・こかわ)は休止中となっています。

光栄会
ホームページ

http://koueikai-nate.com/

安心して参 加して頂けるよう、現 在開 催 方法 を検 討 中です。 再 開の際 は、お知らせいたします 。

★in なが

★in こかわ

日時：毎月第２水曜日 13：30～

日時：毎月第３水曜日 14：00～

場所：那賀保健福祉センター２階多目的ホール

場所：粉河ふるさとセンター

光栄会季刊誌

対象は紀の川市在住の概ね 65 歳以上の方で、参加は無料です。

栄寿苑 特養・ショートステイ

※新型コロナウイルス流行に伴い、中止しているものもあります。
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養護担当者連携会議が開催されました。
たしました。当日は、6 市町村より措置関係者 11 名がご出席下さり、当

月2回

2 か月に 1 回

２０２2

令和 4 年 5 月 23 日（月）に白水園にて養護担当者連携会議を開催い

栄寿の里 グループホーム

白水園 養護

やさしさとおもいやり

2 か月に 1 回

訪問理美容

法人職員 9 名と合わせた合計 20 名で、現況報告や情報交換などを行
いました。養護老人ホーム白水園では、令和３年４月より特定施設入居

（スーパーネゴロ）

者生活介護（一般特定）を開始し、介護が必要な状態にあっても、自立
コラム
『にじ色(ユニット)の奇跡・胡蝶蘭の花ふたたび開花』

した生活を送ることが出来るよう、専門職による介護保険サービスの提供も行っています。

特別な事はしていない、普段当たり前の事を、大切なのは花を咲かせようとする思い「その

また、令和３年 11 月より「清掃ボランティア かがやき」、令和４年３月より「移動図書館 かささぎ」

気になる事」です。
「みんながその気になる」というのは実に大変な事であり、非常に難し
い事です。自分の職場も「みんながその気になる」事が出来さえすれば、どんな事でも達成
できると思います。

白水園

といった地域活動や外出機会を設け、コロナ禍であっても楽しみのある生活を送り、生きがい作りの

園長 松本 敦

さて、どうマネジメントしますか。

お問い合わせ先
〇栄寿苑(本部)
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
通所介護(デイサービスセンター)
認知症対応型通所介護
（ファミリーデイサービス）
居宅介護支援センター

〇栄寿の里
グループホーム

(関連施設)

きっかけとなるよう、感染対策を徹底し取り組みを行っています。情報交換では、各市町村と白水園、

社会福祉法人光栄会
〒649-6615
和歌山県紀の川市麻生津中 1279
TEL (0736)75-6888
FAX (0736)75-6226

〒649-6615
和歌山県紀の川市麻生津中 1294-1
TEL (0736)75-2010
FAX (0736)75-2226

医療法人共栄会 名手病院
〒649-6631
和歌山県紀の川市名手市場 294-1
TEL (0736)75-5252 FAX (0736）75-2111

〇白水園
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
養護老人ホーム（特定
施設入居者生活介護）

〇ひかり保育園
企業主導型保育事業

〒649-6551
和歌山県紀の川市上田井 1229-1
TEL (0736)73-2210
FAX (0736)73-5050

時間となりました。次回の開催は、令和４年９月頃を予定
〒649-6631
和歌山県紀の川市名手市場 298-3-102
TEL (0736)67-8269

名手訪問看護ステーション

通所リハビリテーション みんなのリハ

TEL (0736)75-6222

TEL (0736)75-6266

FAX (0736)75-6267

市町村同士の情報交換も活発に行われ、大変有意義な

FAX (0736)75-6267

しています。各市町村のご協力を得ながら連携を図り、よ
り良い施設作りを行っていきたいと思います。

やさしさと
おもいやり
通信

*

*

*

国試サポートチーム

栄寿苑 特別養護老人ホーム

光栄会には「介護福祉士」「介護支援専門員」の資格取得

入苑者様は、日々機能訓練指導員に機能訓練を行ってもらっています。椅子に座る

に向けたサポートチームがあります。国家試験合格を目標に

事が出来る方は歩行器や平行棒を使って、歩行訓練や立位訓練を行います。ベッド上

毎月 2 回の勉強会を開催しています。資格取得によりキャリア

で過ごされている方は、手足の曲げ伸ばしをし、拘縮予防を行うことで、介護がスムー

アップを図ることができます。質の高いケア提供や利用者満
足

ズに行えるようにしてくれています。機能訓練をしてく

足度の向上にも繋がっていま

れる時間が近づいてくるとフロアへ出てきて心待ちに

す。令和 4 年度は 6 名の参加

されており、いざ始まると一生懸命、体を動かされて

者がおり、同じ目標を持つ仲間

*

います。今後、入苑者様がお元気で楽しく生活して頂けるようにスタッフ一同

とともに目標達成に向け現在、

努めてまいります。

頑張っています。

ひかり保育園

栄寿苑ファミリーデイサービス
窓からの眺めもよくなるように、ファミリーデイサービスでは、利用者様に花の

気温が上がってきたこの時期ならではのあそびと言えばどろんこあそび。
先日、園でも砂場に水を撒きドロドロになった砂に触れ感触遊びを楽しみました。
裸足になって砂場に入ると、初めは足裏の感触に抵抗を示す姿もありましたが、慣

種を植えて頂きました。
種が小さく指で摘まむことに悪戦苦闘し最後には大胆に手を払っていましたが
日に日に成長してくれています。開花してくれるのを皆で心待ちにしています。

れてくると汚れてもへっちゃらでどろんこあそびに夢中です。たらいに水をはってお
くと手を入れてバシャバシャする子、スコップやカップで水をすくい出している子、
それでできた水たまりでジャンプや足踏みする子等、どの子も笑顔で楽しそうに

グループホーム栄寿の里

遊んでくれます。大きい子達は穴を掘って先生の足を砂に埋めてみた
り、一緒に作った泥だんごを我先につぶすのを競ったり・・・それぞれの

今年も玉ねぎの収穫の時期がやってきました。畑の中に入るのも久しぶりだっ
たので、足元も少し危ない場面もありましたが、職員が付き添い楽しい体験がで

楽しみ方で感触あそびを満喫していました。

きました。「今玉ねぎの値段が上がっているんだよ。」という話もしながら、畑でで

なかなかお家では難しいどろんこあそびですが、子どもの五感を刺激

きたものを食べられる幸せをみんなで分け合いました。農業にかかわっていた方

する効果があると言われています。保育園だからこそ汚れることを気に

もいますが、長く畑に出ることもなかった方も、ワイワイ言いながら参加でき楽し

せず思いきりどろんこになりながら、豊かな発達を促すことができるよ

いひと時でした。玉ねぎのにおいで季節を感じることができ、暑い日ではありま

うこれからもどんどん取り入れていきたいと思います。

したが、帽子をかぶり元気で作業できたこと嬉しかったです。

新 職 員 紹 介

5 年勤続表彰

栄寿の里

ゴー・ティ・キエウ
白水園

４月より栄寿の里で働かせていただくこと

平田 一樹

光栄会（栄寿苑・白水園・ひかり保育園）より 8 名の職員が

ができ、本当にうれしく思っています。初め

これからも頑張ってい

5 年表彰を受けました。

ての職場となりますので、ご迷惑をお掛け

きます。今後もよろしく

・神保 秀規さん（特別養護老人ホーム栄寿苑）

することもあるかもしれませんが、皆さま

お願いします。

ご指導の方、よろしくお願い致します。

・湊 若菜さん（特別養護老人ホーム栄寿苑）
・鳴神 安規男さん(特別養護老人ホーム白水園〈主任〉）

ひかり保育園

・大島 吏加さん(特別養護老人ホーム白水園）
・松浦 美佐さん(特別養護老人ホーム白水園）
・東 勝也さん(特別養護老人ホーム白水園）
・前田 加代子さん(ひかり保育園）
・森本 紗世さん(ひかり保育園）

白水園

目良 宜美
頑張ります。よろしく
お願い致します。

堀田 麻理
１７年ぶりに戻って参りま
した堀田麻理です！
一生懸命、保育させて
いただきます。

