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介護職員を随時募集しています

このたび、当法人が中国地方初の『もにす認定制度』の認定を受

け、１２月１４日に、島根労働局で授与式がありました。もにす認
定制度とは、障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組み

の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度

理事長 馬庭稔

指すことは、地域の発展にもつながるのではないかと考えております。

域 コミュ ニティ を創っ てゆく ことが 、地域 の絆を強 くする こ とに つな がっ て ゆく
の ではな いかと 考えて います 。また 、水と 緑の豊か な住み よ いコ ミュ ニテ ィ を目

豊 かな人 が集ま りやす いこの 神西湖 の湖畔 をより広 く有効 に 活用 し、 より よ い地

益々地域の絆は弱くなり、福祉や子育ての分野は難しい状態になると思われます。
こ のよう なこと を解決 する為 には、 私共の 培った技 術やサ ー ビス を考 え、 自 然の

生活の仕方に変化が生ずる事と思います。二十年後は高齢化の問題は下火になり、

な 情報化 、国際 化と現 実を考 えてみ ますと 、人々の 価値観 の 多様 化が 起こ り 皆の

選 挙と不 安な一 年でし たが、 私は静 かに進 んでいる 少子高 齢 化の 問題 を壽 光 会の
立 場から 将来を 考えて みまし た。益 々便利 に発展す るモー タ リゼ ーシ ョン 、 高度

さて、 昨年は 今も続 くコロ ナ騒ぎ 、安倍 首相の突 然の退 陣 、ア メリ カの 大 統領

し た。こ れは職 員のた ゆまぬ 努力は もとよ り、地域 の皆様 方 のご 協力 と温 か いご
理解があってのことと心より感謝申し上げます。

会 があり 、保護 者の皆 様方と 一緒に うらら 館で園児 の成長 を 楽し むこ とが で きま

昨年の 暮れに はコロ ナ騒ぎ の中、 たいし ゃ保育園 では十 一 回目 のお 楽し み 発表

でき、三月には共同生活室から神西湖や北山山脈を一望できる新しいグループホー
ムが竣工します。

申 し上げ ます。 おかげ さまで 、壽光 会も今 年で二十 一回目 の 正月 を迎 える こ とが

皆 様にお かれま しては 、お元 気で新 しい正 月をお迎 えなさ い まし た事 と、 お 喜び

新年あけましておめでとうございます。
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ンが飛ぶ様子を観察していました。
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で、令和２年４月から始まった新しい制度です。

特別養護老人ホーム湖水苑

グループホーム湖水苑

ケアサポート相生

ヴィラ湖水苑

柚子を頂きました

トリニティカレッジ医療福祉専門学校 施設実習

風水害避難訓練

お楽しみ会（バーベキュー）

１１月１５日に、特別養護老人ホーム湖水苑のＡユニッ

学校の学生さん２名が３日間実習に来られました。初日か

１０月１６日に、風水害を想定した避難訓練を実施し
ました。秋晴れの中ではありましたが、車に乗車してい

トにおいて、ご家族様から頂いた柚子で柚子ゼリー・柚子

ら積極的にご利用者様とコミュニケーションを図られ、ス

ただき、実際の避難場所は出雲市役所６階ですが、市役

考えておりました。幸い、アウトドアが得意な職員がいたの

ムース・柚子ジュースにして、美味しくいただきました。

ムーズな実習が行われました。２日目にはご利用者様と一
緒に調理をして親睦を深められ、最終日は特技を披露され

所南側入り口まで避難しました。今後も、職員・ご利用
者様の防災意識の向上につながるよう、訓練を重ねてい

で、青空の下バーベキューをすることにしました。天気も良

たりと充実した実習を過ごされたと思います。

こうと思います。

１１月の始めに、トリニティカレッジ出雲医療福祉専門

また、お風呂に入れさせて頂き、心温まるひと時になりま
した。毎年ありがとうございす。

いい夫婦の日

新築工事見学会

お楽しみ昼食会

今年は、外出支援ができず、何か楽しいことができないか

く、気持ちも晴れ晴れとして、サンマやお肉を焼いて、屋外
でのバーベキューを楽しみました。

手芸の日

１１月１１日に、お楽しみ昼食会を開催しました。本日
湖水苑には、ご夫婦で入居されている方がおられます。

の献立は、『銀杏ときのこの炊き込みご飯・けんちん汁・
１２月２２日に、３月に新築予定の『グループホーム湖

居先ユニットが違いますが、ご夫婦での面会が日課となっ
ておられます。１１月２２日の『いい夫婦の日』にも、い

水苑Ⅱ（定員９名）』の新築工事見学会を開催しました。

豆腐田楽・ひき肉とりんごとサツマイモのピカタ』で、
秋の食材をふんだんに使用したメニューでした。お楽し

つもの様に面会され、奥様がご主人の手を握って穏やかな

当日は、評議員・理事・監事の皆様１１名が参加されまし

み昼食会が月一開催となり半年が立ち、『次は、何曜日

した。隣の方と相談したり、協力し合ったりして、個性も出
しながら、季節に合わせた作品を作られました。今年は文化

時間を過ごされました。素敵なご夫妻に、職員一同あやか

た。室内での説明の後、グループホーム湖水苑Ⅱの新築工
事現場で見学していただきました。

かしら？？』『冬だから、～かなぁ』と、皆さんも楽し
みにして下さっている様子でした。

ただけるようにしました。

りたいと思っています。

機能訓練の一環として、月に２回程度、手芸の日を設けま

祭もなかったため、玄関へ展示し、面会時やお客様に見てい

たいしゃ保育園
大社ライオンズクラブ芋掘り大会

保幼小合同 地震・津波防災訓練

ハロウィンパーティ

職員園内研修

１０月１４日に、ぞう組が第２４回大社ライオンズク

１０月２０日に、大社小学校・大社幼稚園・たいしゃ保

１０月３０日に、ＥＢＳのトラビス先生を講師にハロウィ

１０月１３・２２・２６日に、ＮＰＯ法人ジョイナスス

ラブ芋掘り大会に参加しました。大社ライオンズクラブ

育園約５００名の３校（園）合同による地震・津波防災訓
練を実施しました。子どもたちは、『おさない・はしらな

ンパーティを行いました。子どもたちは手作りの衣装で参
加し、ハロウィンの雰囲気を十分に味わいながら、英語で

ポーツクラブの青木さんを講師に招いて、器械運動の指導

い・しゃべらない・もどらない』を意識して、３校（園）

ハロウィンゲームを楽しみました。最後は、一人ずつトラ

方法についての園内研修を行いました。３日間に分け全職
員が参加し、安全かつ楽しみながら挑戦する子どもたちの

の中で一番高台にある小学校の２階に避難しました。

ビス先生と会話しながらお菓子をいただきました。

サポートの仕方を学ぶことができました。

が大社町内の６つの幼稚園・保育園を招待していただい
ている恒例行事です。大きなお芋に大興奮で、みんなで
がんばって芋を抜きました。

