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TEL 0837-42-0600

　暑さ厳しい中、如何お過ごしでしょうか。
　皆様方には、平素より社会福祉法人清風会の管理運営各般に亘り、ご理解ご協力を賜り、
誠にありがとうございます。おかげさまで、清風ポラリスも開設から、無事に１０年が
過ぎ１１年目を迎えることができました。これもひとえに地域の皆様方のご厚情の賜物
とお礼申し上げます。
　当施設は「高齢者向け優良賃貸住宅」、「デイサービスセンター」、「居宅介護支援事業
所」の３事業を展開し、在宅で生活されている高齢者の皆様が、安全安心して過ごせる
ためのサービスを提供することを目標に、職員一同日々精進しているところでございま
す。具体的に本年度は、「施設内外の環境整備・改善を行い、ご利用者様が安全快適な在
宅生活が維持できるように支援する」、「介護保険法等の関係法令を遵守することで、ご
利用者様が安心して在宅サービスの利用ができる環境づくりを行う」としました。特に
本年度は介護報酬の改定があり、在宅並びに施設サービスともに介護報酬単価が引き下
げられました。デイサービス事業においても基本報酬が大幅に引き下げられ、中重度の
利用者や認知症の利用者に対応する加算が新設、リハビリに対応した加算が増額されま
した。人員基準の緩和はあったものの、中重度者や認知症の方に対応していくには、今
まで以上にご利用者様に対応する職員の質の向上が不可欠なものになると考えられます。
サービスの質を低下させないためにも、職員の研修会への参加の促進、職場内研修の充
実を図っていきたいと考えております。今後とも皆様からの施設運営に関する、ご意見・
ご要望をお聞かせいただければと存じますので宜しくお願いいたします。
　最後となりましたが、皆様方のご健康とご多幸をお祈りいたします。

社会福祉法人　清風会
　清風ポラリス施設長　横 山 具 寛

雑　感
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　平成27年5月17日（日）清風ポ
ラリス駐車場にて開催いたしまし
た。当日は天候もよく、たくさんの
お客様にご来場いただきました。
　今年は移動動物園もあり、日頃触
れ合うことの少ない動物に、子供さ
んや利用者さんはとても楽しそうで
した。
　バザー関係につきましては、朝早
くより多くのボランティアの皆様に
お手伝いいただき、ありがとうござ
いました。

第 7 回
ふ れ あ い ま つ り

改修工事開始

4/9〜６/24

訓練室・医務室・管理棟も明るく快適になりました　　　       
全ての照明器具をLEDに変更しました 目指せ！省エネ！ＣＯ2削減！

お花見弁当頂きま～す

ラベンダーの良い香りにつつまれてうとうとする人も

♡型の愛？永遠？平和？の鐘を２人で仲良く

いいお天気　いい思い出

第2期

4/2

今年も園庭の桜が綺麗です。春っていいね！

ハーブを愉しむ日

4/2

5/25

スイーツ＆ショッピングを楽しみました

一日旅行開始

5/28

4/2 常磐公園

奈古道の駅
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祝 10 周年を迎て10周年を迎て10周年を迎て
　本年４月に、清風ポラリスも開設 10周年を迎えました。気持ちも新たにこれまで以上に皆様が安
心、安全に生活できるようお手伝いができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

　平成 26年度長門市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金によ
り、清風ポラリスにスプリンクラー設備を設置することができま
した。設置した消火装置は、電気が不要のため地震などの災害等
に停電となっても、窒素ガスの圧力により、タンク内の水を建物
内の消火設備に安定供給できるものです。既存の自動火災報知設
備に加え、スプリンクラー設備を設置したことで、設備的な安全
対策を講じることができました。これからも、避難訓練等を定期
的に行い、火災予防対策を充実させていきたいと思います。

スプリンクラー設備設置完了しました

　ポラリスで働き 10年が経ちました。皆様
に支えられ、あっという間の 10年でした。
これからも皆様と一緒に素晴らしい年月を過
ごして行ければと思います。　　　　　横山

　仕事に就いて、沢山の失敗をして、いろい
ろ教えてもらいました。これからも、出会い
や別れを経験し、私も素敵に歳を取りたいで
す。　　　　　　　　　　　　　　　　西田

　ゆっくり一歩ずつ進めたのは、職場の仲間
と家族のサポートのお陰と感謝しています。
これからも利用者様の「こうしたい」が応援
できるよう頑張ります。　　　　　　　藤山

　入居者様からの温かい言葉に支えられ、ポ
ラリスとともに 10年を迎えることができま
した。いつも笑顔で、元気を少しでもお分け
できたらと思います。　　　　　　　　増山

　清風ポラリスに入り、利用者様、職員にた
くさんのことを教わりました。これからも利
用者様が安心して楽しく利用できるよう努力
していきたいと思います。　　　　　　田中

　利用者様とそのご家族に支えられ、頑張っ
て参りました。このつながりを大切にし、安
心して過ごしていただけるよう頑張ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田

　昨年よりポラリスの一片として業務にあ
たっています。節目を迎え今一度初心に戻り、
今後さらに和やかな環境が提供出来る様、邁
進したいと思います。　　　　　　　　木原

　“光陰矢のごとし” 毎日、利用者様と楽しく
過ごさせて頂き、目尻の皺も数えきれないほ
ど増えてしまいました。これからも共に笑い、
共に泣ける職員でありたいです。　　　末永

　様々な経験をし、皆様に支えられながら
10年を迎えました。今後も日々精進し、利
用者様に喜んでいただけるサービスが提供で
きるよう頑張ります。　　　　　　　　河﨑

　ポラリスで働き始めた頃は、20代だった
自分も 30歳になり、増えた目尻のシワは、
皆さんと笑顔で過ごした証だと思い、これか
らも頑張っていきます。　　　　　　　中嶋

　最初は右も左も分からない僕でしたが、利
用者様から優しい声を掛けて頂き成長できた
ことを感謝しております。今後も皆様と笑っ
て過ごしていきたいです。　　　　　　平川

　これからもデイサービスの看護師として、
日々スキルを磨き、安心してデイサービスを
利用していただけるように笑顔で看護を提供
していきたいです。　　　　　　　　　山根

　ポラリスに勤めて５年。たくさんの利用者
様に係わり経験を積み重ねてきました。これ
からも初心を忘れず成長していきたいと思っ
ています。　　　　　　　　　　　　　村田

　初めて介護の仕事に就き、毎日沢山の経験
をしながら充実しています。利用者様にも充
実した日々を過ごして頂けるように頑張って
いきたいと思います。　　　　　　　　三好
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　平成 27年 3月 15日、ご家族の方を招いて家族会
を開催しました。
　現在のオリオンの状況や介護保険制度について各
担当職員から説明し、懇談会後は家族と入居者さん
と職員を交えての昼食会を開催しました。短い時間
ではありましたが、お忙しい中参加していただきあ
りがとうございました。

　オリオンでは毎月クラブ活動を行っています。今
回は 2つのクラブ活動の様子をご紹介します。

　4月に理学療法士を採用し、週 1～ 2回機能訓練
を行っています。入居者さんのそれぞれ身体の状態
に合わせた訓練メニューに沿って先生の指導の下、
自主的に訓練に取り組んでいらっしゃいます。

　今年度の事業計画に基づき、入居者玄関と厨房出
入口の 2か所に庇を設置しました。
　雨天の外出時の車両乗降時に、傘をさす必要がな
くなり、大変重宝されています。

　44戸中、41戸 44名（女性：34名・男性：10名）の方が入居されています。（H27.6.30 現在）
現在 3部屋空室になっており、夫婦部屋は随時募集、ワンルームは入居者募集を行っております。
入居を希望される方は、清風オリオンまでお気軽にお問合せ下さい。

ＴＥＬ　0837－42－0088

平行棒を使用して歩行訓練

足裏筋の柔軟性を高める為、
サランラップの芯を使用し
て足裏で転がす訓練

先生の指導が入り・・・

習字クラブ

手工芸クラブ

コツを教えてもらいながら 上手にできました♪

シール貼り頑張ってます !! 立派な風鈴完成 (^^)v

しっかりと書かれています

　今年度の事業計画に基づき、入居者玄関と厨房出
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長門市消防操法大会

社会福祉法人清風会 評議員の改選について

≪湯免清風園≫
　◆クラブ指導
　　宮野　峻先生…俳句クラブ指導
　　熊野恭子先生…ドレミの会指導
　◆洗濯物たたみ作業
　　孫の手様・そよかぜ様・たんぽぽ様
　◆トイレットペーパー折り作業
　　孫の手様・ひなげし様・ひなげし B様・すみれ様
　◆買物・仕分
　　佐々木様・長峰様

≪清風オリオン≫
　コーラスグループコスモス様（5/7）  　長門教会（オカリナ演奏）様（6/4）

平成 27年 1月～ 6月 いつもありがとうございます

≪清風ポラリスデイサービスセンター≫
　◆クラブ指導
　　藤本節子先生…習字クラブ指導
≪清風オリオン≫
　◆クラブ指導
　　中村　勲先生…習字クラブ指導
　　夢サークル　河本幸子先生…手工芸クラブ指導
　　小野澄子先生…詩吟クラブ指導
　◆洗濯物たたみ作業
　　矢木田万起子様

　平成 27年 3月 25日（水）開催の理事会において、以下のとおり承認されました。
任期は平成 27年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までの 2年間です。

（順不同、敬称略）評議員（留任）
岡田和好    岩崎俊雄　松浦静信　    村田武穂　  宗本浩二　  池信秀見    笠本俊也
大谷峰一    早川　榮　横山具寛　    岡田英男　  沖村清美　  金子宏道    有馬嘉壽子　
上野定一　 小野澄子　 村田信二　  　渡辺堯子　  清水裕介　  安藤明子　 岡藤智加子

　平成27年7月10日（金）、大谷山荘にて開催いたしました。ご出席いただきました皆様、ありがとうございました。
今回より職員による出し物を行い、とても賑やかな交流会となりました。　

◆25 年勤続
・清風ｵﾘｵﾝ　内山芳之

◆20年勤続
・湯免清風園
　三宅美知恵
　末永祥子
　内田淑子

◆10年勤続
・本部事務局
　藤本優子

・湯免清風園
　松本幸枝

・清風ｵﾘｵﾝ
　中村幸一郎

◆15年勤続
・湯免清風園
　小林芳枝

・清風ﾎﾟﾗﾘｽ
　増山雅美

・清風ﾎﾟﾗﾘｽ
　横山具寛
　西田元子
　河﨑千晴
　藤山菜留美

　表彰を頂きましたことは
感激の極みであります。こ
の喜びを胸に、これからも
清風会発展のため一層の努
力をいたす覚悟です。今後
とも理事長をはじめ諸先輩
方からのご指導を賜ります
ようお願いいたします。

　平成 27年 4月 19日（日）、ラポールゆ
や グラウンドにて「第 9回長門市消防操法
大会 水バケツ消火競技」が行われました。
各施設より女性職員 5名が出場し、結果は
10チーム中 7位と健闘しました。参加され
た職員の皆さんお疲れ様でした。

慰　問慰　問慰　問

ボランティア関係ボランティア関係ボランティア関係

社会福祉法人清風会 評議員の改選について社会福祉法人清風会 評議員の改選について

笠本俊也

設立 37周年記念式典・永年勤続者表彰・役職員交流会設立 37周年記念式典・永年勤続者表彰・役職員交流会設立 37周年記念式典・永年勤続者表彰・役職員交流会

　中村幸一郎

長門市消防操法大会長門市消防操法大会
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湯免清風園 
　看護職員　藪木  久恵
　　　　  平成 27年 2月 1日付

　施設勤務は初めてです。皆様の
支えがあり、多くを学ばせていた
だいております。感謝と初心を忘
れずに、精進して参ります。

清風オリオン
　介護職員　宮津　修
　　　平成 27年 7月 1日付

　「あなたは何が幸せかね」
と入居者さんに尋ねられ、
「皆さんがお元気なことで
す」と答えました。「まあ
ありがとうね」と笑いなが
ら話されました。皆さんの
笑顔が絶えないよう、頑張
ります。

清風オリオン
　介護職員　吉田  なおみ
　　　平成 27年 6月 24日付

　お世話になります。感謝
の気持ちを忘れず笑顔で、
頑張ります。よろしくお願
いいたします。

清風オリオン
　理学療法士　南保  容子
　　　平成 27年 4月 1日付

　入居者の方々に寄りそい
ながら、生活の中で必要な
役割を果たしていけたらと
思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

清風オリオン
　介護職員　松浦 裕二
　　　 平成 27年 2月 1日付

　初心を忘れず、一生懸命
頑張りたいと思いますの
で、よろしくお願いいたし
ます。

清風ポラリス
　介護職員　三好  美保
　　　  平成 27年 5月 1日付

　初めての福祉の仕事でご迷惑おか
けする事もあるかと思いますが、早
く一人前になれるよう努めていきた
いと思います。よろしくお願いいた
します。

湯免清風園
　介護職員　福岡  美和
　　　  平成 27年 4月 1日付

　笑顔が増え、安心できる支援を
していこうと思います。よろしく
お願いいたします。

職 員 通 信

≪清風ポラリス≫
　介護職員 花田有紀子 平成 27年 3月 6日付
≪清風オリオン≫
　介護職員 長安 美香 平成 27年 3月 20日付
　介護職員 岩本 絵美 平成 27年 3月 31日付

≪統括本部事務局≫
　藤本 優子…事務長心得　平成 27年 4月 1日付
≪清風ポラリス≫
　増山 雅美…総務班長心得　平成 27年 7月 1日付

　清風オリオン事務員 田中里佳さんが 4
月 21日にご結婚されました。

～おめでとうございます～

採 用

結 婚 人事異動

退 職

～お世話になります～

～お世話になりました～
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