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新年明けましておめでとうございます。本年は穏やかな天候のもと、暖かな新年を迎えることがで
きました。皆様方におかれましては、良き新年を迎えられましたでしょうか。
平素より社会福祉法人清風会の運営、行事に一方ならぬ御尽力、御支援を賜り、心よりお礼申し上
げます。本年も変わらぬ御協力を御願いします。
さて、本年4月より介護報酬改定が施行されます。僅かながら報酬アップとなります。人口減少によ
る利用者の確保も重要となります。本部を中心に職員一同と共に真摯な対応で、迅速に利用者の皆様
のサービスの向上に努める所存です。
今年度は、社会福祉法人開設40周年の節目を迎えます。清風会の設立は、前理事長、故岡田清の障
害者への厚い思いと、情熱によって北浦地区の障害者の拠点として、昭和53年に社会福祉法人「清風
会」が設立され、翌年、身体障害者療護施設「湯免清風園」が開設されました。
以来、「真療」の園訓のもと、多くの先輩職員の皆さんのご尽力により、40周年を迎えることがで
きます。地域の皆様のご理解と、多くのボランティアの皆様のご助力のお陰と衷心より感謝いたし
ます。
清風会も、
「障害者支援施設 湯免清風園」、
「高齢者向け優良賃貸住宅 清風ポラリス」、「清風ポラ
リスデイサービスセンター」、「清風ポラリス居宅介護支援センター」、「サービス付き高齢者向け
住宅清風オリオン｣と5施設での運営もお陰さまで定着してまいりました。一重に、皆様方のご理解と
ご協力のお陰と感謝するしだいです。
湯免清風園では、「障害者総合支援法」の円滑な運営のため、誠意ある対応に努めてまいります。
日常生活活動の充実を図り、利用者の皆様の満足度の向上を目指して工夫、努力してまいります。
清風ポラリスは、利用者の皆様へのサービスの向上を目指しているところです。施設の老朽化、入
所者の高齢化が進んでおりますが、皆さまが安心して住める住居造りに努めております。
デイサービスセンターは、多くの皆様に御利用頂いておりますが、十分なスペースがなく、ご迷惑
をお掛けしていることと思います。ゆっくりと過ごせる憩いの場としてのサービス提供に、昨年以上
に努力、工夫を行いたいと職員一同精進いたします。
清風オリオンは、利用者の高齢化、介護度の高度化に対応すべく、リハビリの充実を図り、効率よ
く、質の高い介護サービスへの工夫に、努力をしてまいります。
各施設で利用者の皆さんの高齢化に伴い、余病を併発され、入退院が多くなってまいりました。今
年は利用者の健康管理の充実、余病の早期発見、発生予防をおこない、元気で過ごされますよう祈念
するものです。
今年も、清風会全体のサービスの向上に努め、利用者の皆様に信頼され、選択される施設運営を目
指します。各施設間での交流を行い、老人福祉と障害福祉の垣根を取り払い、利用者の皆さんの視線
でのケア、快適な生活環境づくり体制の構築をおこないます。
最後に、今年も昨年以上に清風会に多くの御助言、御尽力、御指導を賜りますように御願いし、皆
様方の本年の御多幸、御健勝をお祈りいたします。
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２０１８年清風会戌年年男・年女
清風会では利用者・入居者・職員あわせ16名の方が年男・年女を迎えられました。
そこで、みなさんに今年の抱負を聞いてみました。
湯免清風園
利用者 磯部 登志子
本をたくさん読みたい。

湯免清風園
利用者 古谷 泰成
幻聴を克服して楽しく
過ごしたい。

清風オリオン
利用者 野間 雅之
老いをファイトで生き抜
く力に変えて頑張ります。

湯免清風園
調理員 福田 万喜子
ワンワンと干支の力を
借りて1日1日を大切に
頑張っていきたいと思い
ます。今年もよろしくお
願い致します。

清風オリオン
利用者 村田 淑子
今年も元気で美味しい物
をたくさん食べたいです。

湯免清風園
介護職員 喜多 巧
先日四十肩になったと思っていたら五十肩も目
前です。
肩こり・腰痛予防にも地球を耕し、砂場遊びも
しつつ、野山を駆け回りたいです。

湯免清風園
調理員 松本 幸枝

清風ポラリス
介護職員 末永 理津子

清風園に勤めて
年女も2回目になり
ました。今年もよ
ろしくお願いしま
す。

次第に老犬になってい
く私です。今年一年が犬
（健）康・犬（謙）虚に
仕事に向かえるように頑
張りたいと思います。

清風ポラリス
看護職員 中野 瑞枝
清風会にお世話になって
20年の節目に4回目の年女
を迎えます。理事長をはじ
め、清風会の職員の皆様、
利用者の皆様、そして家族
に感謝しています。感謝を
忘れず頑張ります。

統括本部事務局
事務員 原 卓也
体が資本なので、健
康に過ごしたいです。
日々勉強と思い、様々
なことを学べたらと思
います。

清風オリオン
介護職員 松浦 裕二
色々な事を発見し、
入居者様の私生活に貢
犬（献）していきたい
と思います。

清風オリオン
介護職員 百合野 由美

清風オリオン
利用者 池田 安子
今年も元気で過ごした
いです。

湯免清風園
介護職員 中原 淳男
犬年ですが猫派です。
おすすめスポットは猫寺
（雲林寺）。癒されます。
今年も仕事に家事育児
に頑張ります。

清風ポラリス
介護職員 村田 香織
年女という節目
を期により一層の
飛 躍 を 目 指 し、
日々大事に取り組
んでいきます。

清風オリオン

事務員 田中 里佳
年女を迎えて、犬のよ
うに忠実にスキルアップ
あっという間に年女
をはかりたいと思います。 を迎えました。犬年と
いうことで忠実に何事
にも頑張っていきたい
と思います。
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湯 免 清 風 園 便り

10/18 親睦レクリエーション大会参加
地上のカーリング

ボッチャ

に挑戦！
！難しいわ～

でもおもしろいわ～♥

優勝目指して頑張ったカツオくんとワカメちゃん

残念ながら3位4位という成績でしたが何故か笑顔でした

10/22 萩弦楽オーケストラ来園

10/23 明倫小学校６年生交流会

生の音に目を輝かせて聞き入っていました

12/17 クリスマス会

生徒さんと一緒だと若返ると利用者さん大喜び
名司会の二人です

心に響く優しい音色に聞き入るみなさん
坂田真名美様のフルート
ミニミニコンサート始まりです

とう
りが
あ
ん
タさ
ン
サ

ありがとうございました

ベトナムの研修生の皆さん
お国の歌を披露して下さいました

隠された中堅職員の才能に脱帽
新人職員もよーく頑張りました
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清風ポラリス便り
９月 敬老会
今年の敬老会は、デイサービスの様子を見ていただこうという趣旨から、ご家族の方にもご案内いたし
ました。皆さんで楽器を片手に歌をうたい、職員の出し物等を観たりと、楽しい時間を過ごしていただき
ました。

皆さん
お上手です！！

10月 ポラリンピック老会

銭形平次の曲に合わせて♫

ご家族もご一緒に見学されました

呼ばれて飛び出て
ジャジャジャジャーン♪

「里の秋」大きな声で歌いました

11月 秋を愉しむ月

パー ！
スー ュート！
シ

12月 クリスマス

沢山
採れました！
みかん

狩り

サンタさんと一緒に
はいチーズ♥

ゆず湯

さあ来い！
！

一年中、お風邪を
ひかれませんように…

家族介護教室
第１回
9/26

テーマ
「心臓疾患・脱水について」

２名の方に体験談をお話しいただき、
有意義な勉強会となりました。

第２回
12/8

テーマ
「骨粗鬆症について」

講義の後に、手軽
に行える運動を実際
に体験しました。
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清風オリオン便り
ラフターヨガ

掛け声とともに手拍子。「はっは、ほっほ」

先生の指導の下、笑いヨガ初挑戦!!

職員と手を繋いで…

外 出 支 援

居酒屋さんへＧＯ！！

イエーイ

照れ笑い^▽^

豪華海鮮丼 ♡

センザキッチンにて
記念撮影

11/5 オリオン秋祭り

12/6 消防避難訓練

毛布を担架代わりに負傷者を避難

12/12 クリスマス会

萩弦楽オーケストラによる演奏。 家族参加型のゲームも大いに さくら会による銭太鼓披露。 各階対抗カラオケ大会
綺麗な音色でした。
盛り上がりました！！
入居者さんも手拍子で参加☆ 高校3年生の2人です (@△@)

クリスマスと言えば…
家族と一緒に昼食会。一緒に食べると会話も弾むね♪ 職員によるクリスマス
ソングメドレー♪
ケーキ食べなきゃね
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救命講習
９月20日・９月21日、長門市消防本部の方
に来て頂き、心肺蘇生法、AEDの取扱いにつ
いて講義や実技を行って頂きました。毎年行
うことにより、万が一救命が必要となった際
は、冷静かつ迅速に対応出来る為、継続して
参ります。

見学
≪清風ポラリス≫
デイサービスゆったり様（11/8）

慰問
≪湯免清風園≫
法話 徳昭寺 青山副住職様（9/25） ≪清風オリオン≫
コーラスグループ コスモス様（7/5）
萩弦楽オーケストラ様（10/22）
三隅中学校様（職場体験）（7/25）
明倫小学校6年生様（10/23）
長門めっちゃブラザーズ様（11/30） 長門めっちゃブラザーズ様（8/2）
夢見る会様（9/6）
ベトナム研修生様（12/17）
立間様（三線演奏）（9/7）
坂田真名美様（12/17）
さくら会様（10/4）
萩弦楽オーケストラ様（11/5）
≪清風ポラリス≫
OKDフラダンスチーム様（11/5）
長門めっちゃブラザーズ様（7/20）
さくら会様（12/12）
法話 清福寺 林住職様（9/11）
法話 願生寺 蘭住職様（11/13）

ボランティア関係
≪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
孫の手会様・そよかぜ様・たんぽぽ様
・トイレットペーパー折り作業
孫の手会様・すみれ様

採用

退職

慰問風景

長門めっちゃブラザーズ様

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
松浦静信先生…習字クラブ指導
河村幸子先生（夢サークル）…手工芸クラブ指導
平山英子先生（山口ラフタークラブ）ラフターヨガ指導
・洗濯物たたみ作業
矢木田万起子様

～お世話になります～
湯免清風園 介護職員 橋本孝太郎
平成29年9月1日付

清風オリオン 介護職員 松元 美也
平成29年11月15日付

７月１日に山口県へ移住し、利
用者の皆様との会話で出てくる方
言や訛りに驚かされました。皆様
の日々の生活が少しでも快適にな
るように頑張ります。

11月よりお世話になっております。
まだ不慣れですが職員の皆様にご指
導頂きながら早く慣れ、入居者の皆
様が楽しくまた安全に生活できるよ
うに支援していきたいと思います。

～お世話になりました～

≪清風オリオン≫
介護職員 西川克彦

平成29年9月30日付

