西大井いきいきセンターより
品川区では、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの競技のうち、区内開催のホッケー・ビーチ
バレーボール、区応援競技のブラインドサッカーの３競技を応援しています。品川区３競技応援キャラク
ターとして誕生した、
「シナカモン」
「ビーチュウ」「やたたま」が、いきいきセンターの入口にも飾られ
ています。ぜひ皆さんも一緒に盛り上げていきましょう！

品川区３競技
応援キャラクターと

いっしょに
３競技を
応援しよう！

ホッケーを応援！

ビーチバレーを応援！

ブラインドサッカーを応援！

シナカモン

ビーチュウ

やたたま

これから一か月の行事カレンダー
５月１０日(金)

5 歳児遠足(キッズタウン)

５月１４日(火)

プラチナ美容塾(ハンドマッサージ)(ケアホーム)

５月１６日(木)

たこ焼きパーティー(ケアホーム)

５月１７日(金)

４歳児遠足(キッズタウン)

５月２２日(水)

ひまわりカフェ(ケアホーム)

５月２５日(土)

民謡愛好会(ケアホーム)

５月２８日(火)

臼井さんのピアノ(ケアホーム)

５月３０日(木)

フラワーアレンジメント(ケアホーム)

５月３１日(金)

塩田さんの歌の会(ケアホーム)

ヘルスケアタウンにしおおい
西大井スタイル

毎週金曜日 ワンコインランチ
毎週第３金曜日 手打ちそばの日
毎月第 2・3・4 火曜日 10:00～ ミニ映画鑑賞会
グループ参加のお問い合わせは「西大井いきいきセンター」
（TEL 03-5718-1330）まで

２０１９
「西大井スタイル」 社会福祉法人こうほうえん 「ヘルスケアタウンにしおおい」通信 第９6 号（201９年 5 月号）
発行=ヘルスケアタウンにしおおい（〒140-0015 東京都品川区西大井 2-5-21）
１階

介護予防拠点 西大井いきいきセンター（TEL 03-5718-1330）
認可保育園 キッズタウンにしおおい（TEL 03-5718-1332）

2-3 階 サービス付高齢者向け住宅(特定施設) ケアホーム西大井（TEL 03-5718-1331）

５月

新人紹介
ケアホーム西大井より
新しい仲間の紹介を致します！！
稲葉

未歩<介護福祉士>

特

集

快適で人間らしい生活を送る

私は、大学で数学を学び、その後介護の専門学校へ入学し

～5 つの基本的ケアとは ① ～

て卒業後には、特別養護老人ホームに 3 年間勤務していました。また、今年の 3 月ま
で特別支援学校の学校介護職員として働いていました。私は、人と人との繋がりを大
切にし「一緒にいて安心できるような人」になれるよう目指していきます。また、学
ことを忘れずに成長していきたいと思います。これから、よろしくお願い致します。
柴切

菜子<介護福祉士>

静岡県から来ました。性格は、マイペースでのんびりしています。特技はフルート
を演奏する事です。いつか、皆様の前で披露する機会があったら嬉しいです。
私は、日々の努力を怠らずご入居者様一人一人とのコミュニケーションを大切にする
介護職員を目指しています。田舎者ですが、「やらまいか精神」で頑張ります。
これから、よろしくお願い致します。
田崎

真琴<介護福祉士>

高齢者がいつまでも自分らしく生活するためには、たくさんの障害があります。特に
要介護状態になると、老化や病気などにより心身の機能が衰えて、基本的な動作も不十
分になり、自分の身の回りのことが難しくなってきます。同時に、仕事や趣味が減って
きたり、人や社会とのつながりが薄れたり、自尊心が傷つき、生きる目的も失われがち
になります。それでも、最期まで自分らしい生活を送っていただくために専門職として、
ご利用者本位のサービスを提供する仕組みをつくり、常にご利用者の目線でサービスを
見直さなければなりません。
「こうほうえん」では、ご利用者の生活行為を向上させ、高齢者がいつまでも自分ら
しく生活するための支援として、5 つの基本的ケア（起きる・食べる・排泄・清潔・ア
クティビティ）を大切にしています。
５つの基本的ケアは、その人に合わせて実践することで、本人の気持ちが理解でき、
また、『その人らしさが見える』生活処方箋となりえるのです。

私は、異業種からのキャリアチェンジで全てが違うので、まず仕事や職場に慣れて
楽しく働けるようになりたいです。そして、ご入居者様の生活歴や個性を尊重し、個
別支援方法や、ユマニチュード技法といった介護技術を学んでいきたいと思っていま
す。これから、よろしくお願い致します。

大塚

翼<介護福祉士>

僕は、専門学校で 4 回施設実習に行きました。その中でご利用者様と日々のコ

5 つの基本的ケア
清潔
・おしゃれ
・皮膚の清潔
・快適さ

ミュニケーションを取ることが、一番大切だと思いました。その為、私は現場で

アクティビティ

も日々のコミュニケーションを取ることを忘れずに、ご入居者様思いの、優しい

生活

介護福祉士になることを目指します。これから、よろしくお願い致します。
小林

みき<介護福祉士>

私は、ご入居者様一人一人に寄り添った介護が出来る職員を目指しています。
その為に、私は日頃からご入居者様とのコミュニケーションの時間を大切にし、
ご入居者様の少しの変化にも気付けるような観察力を身に付けていきたいと思い
ます。
これから、よろしくお願い致します。
遠藤 久美子<看護師>
私は昨年 12 月より、非常勤看護師として勤務していましたが、ご入居者の皆様の
笑顔や、スタッフの和やかな雰囲気を見て、こちらで長く働きたいと思いました。
ご入居されている皆さまが健康で、その人らしい楽しい生活が出来るようにお手伝
いできればと思っています。よろしくお願い致します。

起きる
・立って歩いて転

ばない
・一日のコミュニ

ケーションの
始まり

役割

威厳

食べる
・脱水予防
・満足
・生きることに繋

その人らしさ

排泄
・トイレ案内と随

時交換
・尊厳を保つ

がる

生活行為とは・・・
「人が生きていく上で営まれる生活全般の行為」と定義されています。
起床、着替え、食事、排せつ、入浴、外出時の移動などの日常生活動作（ADL）。ま
た、調理や買い物、掃除などのいわゆる手段的日常生活動作（IADL）や仕事、趣味、
他者との交流といった幅広い行為も含まれます。
次回からは「5 つの基本的ケア」
、それぞれのケアの取り組みについて紹介していきます。

４月の思い出

介護職員の業務負担を軽減し、サービスの質の向上につなげる

元気な高齢者から若い世代に期待される 「介護助手」

それまでの寒さもやわらぎ、少し春らしい
暖かい日も多くなってきました。皆様いかが

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により介護を担う人材が不足している介護業界
は、
「働き方改革」が叫ばれるなか元気な高齢者や子育て世代の主婦など若い世代に「介
護助手」として働いてもらう取り組みが、全国的に広がりをみせています。
そのような状況において施設等の介護現場では、ご利用者の身体に触れない周辺業務
（ベッドメイキングや清掃、配膳など）を任せる「介護助手」が注目されています。

お過ごしでしょうか。
4 月 10 日㈬に餃子パーティーを開き、皆
様で手作り餃子にチャレンジしてみました。
今回開催した餃子パーティーは初めての
事でしたが、ご入居者が包んだ餃子をホット
プレートで焼いて美味しくいただきました。

ご利用者の居室のシーツを交換する A さん
デイハウスごせんごく

介護助手の仕事内容
－８：００
・本日の連絡事項確認
・居室のシーツ交換、ベッドやテレ
ビ周りの拭き掃除等
・トイレや廊下の手すりを拭く
・ご利用者にお茶出し
・入退去の方の荷物チェック
・ご利用者の見守り
－１０：００
・買い物チェック
・買い物
－１２：００
・台所の片づけ
・食器洗い
－１３：００（終了）
※事業所により仕事内容は異なり

ます

介護助手の A さんは「仕事を辞めてしばらく

昼食後のおやつでしたが、たくさんの餃子を

家にこもっていましたが、何かしないと認知症
になると思い、皿洗いができる短時間の仕事は
ないかと探していました。仕事をしてみて身体
的な負担がないので元気なうちは働き続けた
い」と話し、働きがいを感じています。

食べられた方もおられ、手作りの醍醐味があ

デイハウスごせんごくでは、職員が行ってい
た清掃からお茶出し、買物などの周辺業務を介
護助手に担って頂いています。職員はそこで空
いた時間を、ご利用者と外出したり、脳トレな

えていきます。次回も是非お楽しみに！

りました。味付けはポン酢・ラー油・しょう
ゆ等で、好みに合わせ、調節し召し上がって
いました。
これからも季節を感じることの出来る催し物や、ご入居者の方々が「やりたい！」と思う催し物を皆さんと考

４月１０日 近所の公園で桜鑑賞♪

どのレクリエーションをするなど、関わる時間
を増やしています。
介護助手の B さんは「人
と関わる仕事をしながら、
元気に過ごしたいと考え
ていました。ご利用者や職
員と一緒に活動すること
で、自身も元気をもらって
いる」と、活き活きと話し
ています。ご利用者も B
さんと関わる時間を楽し
みにされています。
デイサービスセンター

ご夫婦の会話も弾んでました♪

日

お茶出しをする B さん

鳥取北では、食器洗い、清 デイサービスセンター鳥取北
掃、テーブル上の片付け等を行っています。

心温まるご寄付を賜り、厚くお礼申し上げます
【寄附者】
（平成 31 年 3 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）
匿名希望 6 名

桜も笑顔も満開♪

４月１９日ひまわりカフェ

美味しいお菓子と紅茶をどうぞ！

國頭 誠様

今年の桜は長く咲いて綺麗♪

「寄附金合計額

258,000 円」

２階と３階の方々で交流♪

今回も参加者が多く賑わっていまし
た！

ケンケンひろば

キッズタウンにしおおいより

一時・ほほえみ保育より
毎月の活動内容
やふれあいの様
子をお伝えして
いきます。

子どもの日の集い

一時・ほほえみ保育
一時保育・ほほえみでは、リフレッシュ
や冠婚葬祭等の理由により、利用登録をし
てから預ける保育室です。

クラスの皆で作った
「こいのぼり」
どんな風に作ったかを
紹介してもらいまし
た！

４月は、保育室で自分のやりたい遊びを
やねよりたかい
こいのぼり～♪

したり、保育園の子どもと一緒に様々な遊
びをしたりして過ごしました。
ケンケンひろば

一人ひとりの生活のリズムを考慮し、い

地域の親子や以前遊びに来ていた親子

つもはできない遊びや、大好きなことをし

がお友だちを誘って遊びに来ています。

て、無理なく楽しんで過ごしていきたいと

室内にある滑り台をすべったり、好きな玩

思います。ご気軽にお問い合わせくださ

具を見つけては触ったり、音を鳴らして楽

い。

しんでいます。親子で「絵画遊び」や「制
作遊び」など一緒に出来る遊び等を取り入
れながら親子共同制作を行っています。
また、育児で不安なこと、悩んでいるこ
と等のご相談もあり、一緒に考えアドバイ
スを行っています。

子どもの日クイ
ズ！

ケンケンひろばからのお知らせ

「まちがいさがし」もすぐ
に見つけ、自信を持って発
言し、正解が出ると皆で喜
ぶ姿が見られました。

ケンケン広場の開園時間が変更になりました。

毎週月曜日～木曜日 9 時～12 時

給食体験は月 1 回、第 4 土曜日開催

参加を希望される方は前の月の 25 日までに申し込みをしていただき、保育園まで料金
をお持ちください。給食体験がある時は、その週の木曜日はケンケン広場をお休みさせて頂
きます。
詳しい日程は予定表をご覧ください。

5 月の
おすすめ絵本

「だめだめママだめ！」

「ママだいすき」

作：天野慶 絵：はまのゆか
出版社：ほぷる出版

作：まど・みちお 絵：ましませつこ
出版社：こぐま社

題名や表紙から受けるイメージとはち
ょっと違った変化球。いつもは怒られてば
かりの子ども達がもしこんなふうに逆転
したら…嬉しい？楽しい？それと
も？？？というお話。お互いの気持ちが分
かるような不思議な絵本。大人も子どもも
大爆笑間違いなしです！

お母さんとの触れ合いを通して、動物の子
どもたちが発したひと言が作者らしい表現
でとらえられ、優しい言葉で添えられていま
す。お母さんと子どもの幸せな時間があらわ
れ、大好きなお母さんの声は子どもの心に届
きます。

絵画・制作あそびのお知らせ
「あじさいの花」作り

「はじき絵」

場
日

場 所：ケンケンひろば
日 程：５月７日（火）
２１日（火）・２８日（火）
時 間：１０：００～
持ち物：特にありません。

所：ケンケンひろば
程：５月１６日（木）
３０日（木）
時 間：１０：００～
持ち物：特にありません。

おねがい
ご自宅に不要なリボン・毛糸
がありましたら、保育園で子
どもが制作に使用したいの
で頂けると助かります。宜し
くお願いします。

