
ハートケア東大宮 広報委員会

平成30年7月号

編集後記

今回から広報誌「ふっとの」がパワーアップしました！
これから当施設の楽しいイベントをたくさん発信していきます。お楽しみに！

編集 水沼 千尋（リハビリ科）・橋本尚子（支援科）・篠塚智恵子（通所）
広報委員 増渕 勇人（３Ｆ）・染野朋子（栄養科）・藤川彰朗（２Ｆ）・出井明莉（事務課）

【電車】
東武アーバンパークライン（野田線）

七里駅下車 徒歩１２分

【車】
・岩槻インターより車で３分
・大宮駅より車で２０分

【バス】
大宮駅東口から
「岩槻駅」又は「宮下」行き乗車２５分
「はんなわ橋」バス停留所下車 徒歩２分

第２４号

●キックオフ大会・30年・10年勤続表彰

●新入職員紹介 ●フロア活動紹介

●リハビリ科・栄養科だより ●介護報酬の改定

●日時：平成３０年９月２日（日）１３：３０～１６：００
※ 雨天決行

●場所：ハートケア東大宮 １階フロア及び屋外

●催し内容・ボランティアによる和太鼓、トランペット演奏
・職員によるソーラン節、フラダンス
・食べ物屋台
・ゲームコーナー（雨天の場合は中止）
・記念撮影コーナー

※内容が変更になる事があります。ご了承ください。

詳しい情報はこちら→

アクセス



4月15日(日) 大宮ソニックシティにて、ＡＭＧキックオフ大会が行われ、
勤続30年・10年の優良職員として、当施設から９名の職員が表彰されました。
５月27日(土)には、京王プラザホテルにおいて優良職員の祝賀会も行われまし
た。表彰された職員のみなさん、おめでとうございます♪

この度は、30年勤続表彰を戴き誠にありがたく光栄に存じます。
私は、Ｓ62年10月に八潮に中途入職しました。当時の病院は病室が狭く、病室奥の患者様を搬送する時は手
前のベッドを一旦廊下に出してストレッチャーを入れるか、Ｎｓ2～3人で抱え込んで廊下まで移送する状態で
、包交車も入れない状況で苦労したことを思い出します。平成に入り透析室を立ち上げるとために上尾中央ま
で1ヶ月間研修に出させて頂きました。
Ｈ17年１月越谷誠和に転勤、そこで初めて病院機能評価を受審しました。Ｈ22年3月桜ヶ丘に単身赴任し、
またもや機能評価を受審しました。当時のＤｒやスタッフと徹夜をしながらサーベーヤ―との問答の練習をし
ました。その甲斐あってサーベーヤ―の方に『スムーズに出来ました』とお褒めの言葉を戴き皆と喜んだ事も
思い出の一つになっています。

Ｈ24年11月に埼玉に戻り、三郷中央に4年半お世話になり、いまＨＣ東大宮に夜勤専従として勤務しており
ます。30年間の内、一般職約10年、主任を含めた管理職を約20年やり、今また一般職として現場で直接患者
様や入所者に接し、看護師として色んな経験をさせて頂き本当に感謝しております。定年まで後1年余り、身
体と頭が続く限り頑張っていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。

● 勤続10年 総務課 主任 遠藤弘康
この度、早いもので１０年勤続の表彰を受けることが出来ました。
中途入職で上尾中央総合病院の健康管理課に入職し、５年目の春からハートケア東大宮の総務課で働かせて頂
いております。異動に際し、課も変わり１から先輩にご指導頂きました。まだまだ、至らない点ばかりですが、
これからもご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いします。

● 勤続１０年 栄養科 主任 竹原育子
結婚し育児中は専業主婦でしたが、第2の就職先は「栄養士」の資格を生かしたいと委託会社のパートとして
働き始め、良き先輩のアドバイスで管理栄養士の資格を取り、今のハートケア東大宮へ入職させてもらい早10
年が経ちました。
「生きることは食べること」食べて幸せな気持ちになってほしい。定年まで残りの数年、皆様の笑顔があふれ
るように頑張りたいと思います。

30年表彰 看護介護部 下脇 ひとみ

10年表彰

看護介護部 主任 児玉 久美子

看護介護部 科長 小黒 由美子

看護介護部 主任 佐藤 直美

栄養科 主任 竹原 育子

総務課 主任 遠藤 弘康

リハビリ科 主任 尾抜 彩乃

看護介護部 山﨑 真由美

居宅支援事業所 内田 祥功

今回は、代表して３名の職員よりコメントを頂きました！
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● 勤続30年 看護介護部 下脇ひとみ
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収穫後は、ご利用者様
にも調理に参加してい
ただき、美味しいお味
噌汁ができました！

1階の通所フロアーにて居酒屋を開催しました。
当日はノンアルコールビールやサイダーなど、
好きな飲み物を飲みながらカラオケを楽しんで
いただきました。

枝豆やポテトチップスなどおつまみも提供して、
夕食も1階で提供し外食気分を味わって頂きま
した。今後も定期的な開催を目指しています。

●一例：栄養科 再入所時連携加算
平成30年4月1日より厚生労働省による介護報酬改定に
伴いまして、各基本サービス費及び各種加算単位数等
の変更があり、当施設におきましてもご利用料金の
変更をさせて頂きます。

入所・通所利用者様どちらも変更点があります。

施設職員におきましても介護報酬改定に伴う勉強会を
行い、利用者様の必要なケアを重視して取り組んで
おります。

料金等でご不明な点がありましたら、
お気軽にお尋ね下さい。

AMGグループの彩の国東大宮メ
ディカルセンターの管理栄養士・
相談員・当施設の管理栄養士・相
談員で再入所される利用者様の状
態をカンファレンスしています。

昨年は大根が立派に育ちました！

(4月に開催した勉強会の様子）

畑を通した屋外での作業は、
・自然に触れて、季節を感じる
・土を踏みしめ、野菜を運ぶ
・割烹着を着て、包丁を握る
・味と香りを
ご利用者様同士で共有する等、

土を肥やし種を蒔いてから
味わうまでには、多くの
リハビリの機会があります。

ご利用者様からも好評で
楽しんでいただいています！

ハートケア東大宮の中庭には、農園があります。

ここではご利用者様と一緒に季節の野菜を
育てています。沢山収穫できた時には、
野菜を調理し、ご利用者様の食事として
提供する事もあります。
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昨年より早く満開になりました☆
利用者様も「きれいね～♪」
と感動されていました

● 今年も桜がキレイに咲きました♪

● 育てていたチューリップが咲きました！

なかなか芽が出ず、「大丈夫かな～」と心配していま
したが、温かくなるにつれ、一気に成長！！
利用者様・ご家族様にも「きれいですね」とお言葉を
頂くことができました！

総務課職員が、愛情を込めて水やり中

● 埼玉県知事より「埼玉県介護人材採用・育成事業者認
証制度」に基づくランク1として、認証を頂きました。

埼玉県介護人材採用・育成事業者認証制度とは、認証取得に向けた取り組みによって
事業所等のかたのレベルアップや職員の育成が促進されるとともに、その「見える
化」によって、新たな人材の参入が図られ、結果、埼玉の福祉が一層向上することを
目指す制度です。

これからも職員一同、地域に根ざした施設づくりに取り組んで参ります。

・リハビリ科 鈴木 綾香 ・リハビリ科 森永 彩乃

・総務課 細野 麻衣

・看護介護部 中間 まゆみ ・看護介護部 清水 晋

・看護介護部 黒岩 勇太

・看護介護部 細田 政志

・看護介護部 太田 慶一

・総務課 宇塚 雄一

・運転手 成田 国明 ・運転手 岸 孝次

一緒にハートケア東大宮を
盛り上げていきましょう！

・リハビリ科 牛腸 園子 ・リハビリ科 砂川 真美

・看護介護部 上原 美咲・看護介護部 川住 茂美

・看護介護部 老川 真崇

よろしく
お願いします！

ハートケア ＮＥＷＳ

きゃ

アイ～ン

サークル活動

月曜日 音楽

火曜日 習字

水曜日 脳トレビンゴ

トランプ・カラオケ

木曜日 手工芸

金曜日 ものづくり

土曜日 学習・カラオケ

電線マン登場！！
“電線にすずめが３羽とまってた”

５月のイベントは『５月を楽しむ』を
テーマにしました。金太郎に扮した職
員の合図で、金太郎と相撲大会が始ま
りました。ご利用者様にも金太郎に
なっていただき職員を投げ飛ばしてい
ました。あっぱれ！！
職員による田植え競争ではお尻がぶつ
かったり、ズボンが破れる（？）ハプ
ニングがあり大笑いが起こりました。
その他、大風船送りや柏餅の玉入れ競
争でチーム一丸となって競い合いまし
た。

ぶぅさんも
踊ります ちょっとだけよぉ さぁ皆さん

お手を拝借

木曜日の手工芸サークルでは
季節にあわせた素敵な作品を
作ります。また、月毎にカレ
ンダーも作成します。

行事予定
7月 職員による七夕コンサート
8月 通所納涼祭
9月 敬老会

ズボン破けた～

ご利用者様と『はっけよい』』

おり紙をくるくる巻い
て素敵なバラの壁飾り
を作りました。

４月のイベントは『職員も
のまねショー』でした。ド
リフターズやキャンディー
ズ、ピンクレディに氷川き
よしが登場。そして最後は
電線マンの登場で全員で電
線音頭を踊り大いに盛り上
りました。

４月の音楽サークルでは
「春が来た」「早春賦」な
ど多数の春の曲を唄い、春
の訪れを感じながら皆さん
が明るい歌声で楽しまれて
いました。次回のものまね
が楽しみです！

少しずつ、無理をせず
頑張ります。

みなさんと仲良く仕事が
できたらと思っています。

ハートケア市川から異動
して参りました。

人との関わりを大切に、
笑顔で頑張ります！

早く慣れるよう
頑張ります！

人と話すことが大好きです。

利用者様に信頼される
職員になります！

老健勤務は初めてなので、
早く慣れるように頑張ります。

笑顔とハートで
頑張ります！

顔と名前を覚えて
頂けると嬉しいです。

早く仕事に慣れるように
頑張ります！

明るい笑顔でコミュニケー
ションを大事にします。

病院での実務が長く、
施設での実務は初めてです。

皆様のご指導
よろしくお願い致します。

かわいい
金太郎

安全運転を心がけます！ 安心と安全を心がけます。

手工芸サークル作品



平成30年5月に入所利用者様が100歳の
お誕生日を迎えられました。

以前より「普段はお粥が食べたいけど、
誕生日には寿司が食べたい」と希望され
ていました。厨房で細巻きを握りお重に
入れて提供させていただきました。
同じ食席の利用者様・職員からお祝いさ
れ、笑顔で細巻きを召し上がっておられ
ました。

5月に調理レクで舞茸ご飯を作りました。
フロアーにはごぼうや舞茸の良い香りが
たちのぼります。

「久しぶりに包丁を持つの。」と言いな
がらも、手はベテラン主婦の皆様。「次
は何を切れば良いかしら？」と丁寧に早
く切ってくれました。フロアに炊飯器を
セットし、炊きたてを盛り付けました。
とても美味しかったです！

午後にはハーモニカ演奏のボランティア
さんが素敵な演奏をして下さいました。

6月6日(水)5名の利用者様と車に乗って「和食さと」へ行ってきました。

握り寿司や海老の天ぷら、旬のホタルイカや生しらすなど思い思いに好きなメニューを注文
し召し上がっていました。またお出かけしたいですね。
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おいしいわね♪

4月25日(水)、3階ではボランティアさんによる紙芝居のイベント
がありました。あのなつかしい『はじまり はじまり～』の声が聞
こえてくると、ご利用者様は興味津々！終了後には「懐かしかっ
た」「楽しかった」と大好評でした。

はじまりの
はじまり～

おやつに出たのは抹茶と
春らしいお花の練り切り
和菓子♪かわいらしく春
を感じる事ができ、とて
もご好評でした。
本格的なお抹茶との相性
がよく「美味しかった」
との喜ばれていました。
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６月 あじさい

７月七夕飾り

フロアや廊下には、
季節に合わせた飾りや、
ご利用者様の作品
イベント時の写真等を
飾っています。

4月にケーキセレクトを開催しました。
おやつの時間にフロアへ9種類のケーキが登場！
お好きなものを選んで頂きました。
「チョコレートが良いんだけど

オススメはどれ？」
「私、これ選んで美味しかったから、

あなたもどう？」
など会話がはずみました。
中には「全部食べたい！」という方も。

7月には和菓子セレクトを開催予定です。

ひとつひとつ
折りました。
鮮やかな色合
いでフロアが
華やかになり
ました。

利用者様作品

http://hce1201.blog.fc2.com/img/CIMG3405.jpg/

	スライド番号 1
	広報誌
	スライド番号 1

	広報誌
	スライド番号 1

	広報誌
	スライド番号 1


