食事へのこだわり〜学校法人中村学園

株式会社西日本介護サービス「ウィズグループ」と、皆様をつなぐふれあい情報誌

中村学園事業部〜

WITH通信

生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲの食事全般を担当いただいている、
中村学園事業部所属のマネジャー簡牛克幸
（かんぎゅうかつゆき）
さんにお話を伺いました。
生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲのダイニングルームは厨房と直結しています。ご利用者
の顔を見ながらあつい物はあつい内に、つめたい物はつめたい内にお召し上がり
いただける理想的なレイアウトです。
簡牛さんは、
所属である中村食品センターと
連携をとりながらメニューを考え食材を手配して、ピカピカのステンレスの厨房
で腕をふるっています。
生まれは福岡県糸島市、これまで中村学園事業部が手がける施設、北九州や横浜
など４ヶ所程を経験しこの４月から当施設の台所を預かる若く、
暖かい人柄の頼も
しい方です。スタッフ４名とシフトを組み、毎日朝７時３０分からの朝食に始まり、
昼食、
おやつ、
夕食を提供しています。
健康のためのバランス良い食事、
個人のアレ
ルギーはもとより、
好き嫌いに配慮し、
柔らかさを考え、
ご利用者が
「食べることは
楽しいことだ」と思っていただけることを心がけています。ほかにも
「料理の盛り
つけは極めて大切なことで、
器との調和にも心をこめて提供しています」
とも話さ
れました。
ご利用者の
「おいしい」
「おいしかった」の声が僕たちの仕事の励みであり、喜びで
す！ひとつでも多くの
「おいしい」
「おいしかった」をいただきたくて、早朝５時の起
床をものともせず、
楽しく仕事をしています。

「WITH」とは“Welfare Innovation Try Home”より、
「一緒になって、共に福祉の革新につとめ続ける開発拠点」という思いを込めています。
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8月19日～ 9月 6日
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9月16日～10月 8日
10月17日～11月 6日

ウィズインターンスクール薬院
形式

講座名

介護職員初任者研修

通学

開講期間

10月 1日～12月27日※

61回

11月 1日～ 1月31日※

58回

日程は変更となる場合がありますので、
ご確認下さい。
※）離職者向け職業訓練コース
（詳細は管轄のハローワークにお問い合わせ下さい）。

講座詳細、
講座情報はホームページをご覧下さい。 http://www.ncs-net.org/school
お問合せ・資料請求はお電話、
FAX でも受け付けています。 受付時間 10：00 ～18：00
ウィズインターンスクール長丘 福岡市南区長丘5-25-7

連絡先：

0120-388-605 FAX.092-553-8889

ウィズインターンスクール薬院 福岡市中央区薬院3-3-5 LAPIS ビル4F

TEL.092-526-0526

FAX.092-526-0527

ウィズインターンスクール久留米

福岡県久留米市小頭町12-1 ニュー大和ビル3F

TEL.0942-34-7100 FAX.0942-34-7117
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アライアンス事業
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ウィズインターンスクール長丘

介護職員初任者研修

訪問介護事業所

ウィズアライアンス

各種講座日程表【平成25年8月～平成25年11月】
開講期間

（年4回発行）

「ア・ロ・ハ」
な暮らしを提案します 〜生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲ〜

ウィズインターンスクールスケジュール
形式

2013年 7月

（編集担当 : 押見）

◀ 簡牛克幸さん
（厨房のマネジャー）

講座名

No.35

▲写真向かって右よりスタッフの飯田哲也さん、吉椿宏美さん、
森聡史さんです

オープンから今日まで
この春４月に
「ア・ロ・ハな暮らし」
をかかげ、
生活倶楽部ウィズ
長丘Ⅲをオープンしてから早くも4 ヶ月、
季節は梅雨から夏本
番となりました。小高い丘が連なる福岡市南区長丘エリアは
緑が多く、公園や閑静な住宅が並ぶとても環境の整った場所
です。
当施設のマネジャー飯田哲也
（いいだてつや）
さんに、
開
設から今日に至るまでの感想や思いを熱く語っていただきま
した。
オープンしてからの毎日は、
やはり
「無我夢中でした」
というの
が正直なところです。そんな毎日で常に思っている事は、
「入

居したい」
と思っていただけるには、ハード面がいくら素敵で
あっても、
ソフト面が伴わなければ意味がないということです。
ここでいうソフト面の第一の要はスタッフです。
ご利用者に接
する対応、
スタッフ同士の連携それから、何より私自身マネ
ジャーとしてご利用者やスタッフへの配慮がとても重要だと感
じています。
ご利用者の皆さまが日々リラックスし、
ご自身の楽
しみ方を見つけて、心から安心して生活できているという実感
を持っていただけることを実現するには
「スタッフ力」
が欠か
せません。
ご利用者の数だけ喜びの数があり、その喜びを実
現できるお手伝いはスタッフ力に掛かっていると言えます。ほ
かにも、当施設の施設環境や料金設定など、満足いただける
よう設定工夫をしております。
このように、入居しやすい環境で
あるということは反面、満足の低下やソフト面を含めた環境
の不備があると、
退居しやすいということを意味します。
当施設
は入居いただく前に、体験入居期間を設定しています。今日ま
では、体験入居を終えた方はそのままご入居いただいており、
私たちの提供しているソフト面を含めたサービスがご利用者
に受け入れて頂いていると感じています。
そのことで少し安心
でき、
また自信にもつながりました。
ご利用者個々の要望に対
応しつつ、
安全安心の日常生活を支援することに、
使命感と喜
びを感じています。
スタッフもまたそのように感じていることが
嬉しいです。
この姿勢を続けて行きます！
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（編集担当 : 押見）

お 世 話 に な っ て い ま

〜ボランティアフルート演奏〜
生活倶楽部ウィズ南片江 山岡恭平

「アジアとのビジネス交流・友情創造事業」
生活倶楽部ウィズ長尾 原口紀彦

「今まで沢山の人に助けられてきた」

平成25年7月18日～ 20日、
アジア太平洋こども会議25周年事業が開催されました。

生活倶楽部ウィズ南片江で毎月第3水曜日にフルート演奏のボラン
ティアに来て頂いている芝様との対談の様子をお届けします。

人々にお知らせする機会であると共に、日本とは別の文化や考え方を学ぶ機会でもあ

Ｑ なぜ、
フルート演奏を始めたんですか？
芝様：結構聞かれるから冗談交じりに言うんだけど、天神に行ってフルート持って目の前に缶
を置いとけばお金が入るでしょ？（笑）本当はね、以前13年くらい香港に居た時に、
たま
たま近くに有名なフルート演奏者の人がいてね、その時に教えてもらったんだよ。
まぁ、何
でフルートかって言われたらコンパクトだから運びやすいでしょ？そういう軽い気持ちで
ですよ。

▲フルートボランティアの芝様

ります。今回ウィズグループは、過去に
「アジア太平洋こども会議」
に参加し、現在成人と
なり企業に働いている3名のアジア諸国（インドネシア・スリランカ・マレーシア）
の方々
の日本来訪受入れを行いました。
一日目は生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲでのお迎えに始まり、
ご利用者の方々と書道や絵手

Ｑ ボランティアをしようと思ったのは？

紙作成を一緒に行う事で日本古来の伝統を体験して頂きました。

芝様：フルートだけじゃなくてほぼ毎日ボランティアしてるよ。朝は人工透析の方を病院まで連
れて行ったりとかね。私はね、今まで沢山の人に助けられてきた。でもその人達に恩を返
そうと思っても、
もう皆亡くなってしまっているからね。
だからその人達に受けた恩を社会
に返そうと思ってね。

二日目は、
生活倶楽部ウィズ長尾での蕎麦打ち体験や、
福岡の観光名所である太宰府

Ｑ ボランティアコンサートをして良かったと思うことは？

頃には晴れ晴れとした表情になった事が印象的でした。

芝様：やっぱり、演奏し終わった時に
「良かった」って言って貰った時かな。皆さんね、寝てる方
も居るけど良く見ると足でリズムをとったりしてるんだよ。それを見た時は、
あぁ、
ちゃんと
聴いてもらえてるんだ。真面目にしなくちゃって思いましたよ。
いつも楽しそうにボランティアに来て下さる芝様。周りの方々への感謝の気持ちを感じました。
(平成25年6月19日(水)フルート演奏ボランティア後の対談より)

▲フルートボランティアの様子

アジア諸国の子ども達との交流を行うこの事業は、日本がどのような国かをアジアの

お待ちしておりました。
どうぞお楽しみ下さい。
す
ま
し
介
紹
～デイサービスウィズランド長丘Ⅲ～

天満宮へのお参りのほか、
「日本の文化も体験したい」
との要望から、座禅・精進料理も
体験されました。座禅体験では当初、辛そうな表情でしたが、精神統一ができた終わり
アジア諸国の方々と携わった事で文化交流の大切さを実感するとともに福岡の新しい
未来を感じる事ができた貴重な3日間でした。最後になりましたが、今回の事業で都築
学園第一薬科大学付属高等学校様、
安国寺様にご協力賜わり、
厚く御礼申し上げます。

今春4月の開設から約4 ヶ月を経た様子を、事業所管理者の迫田亜希子
（さこだあきこ）
さんに伺いました。

▲ 迫田亜希子さん（管理者／介護職員）

ウィズランド長丘Ⅲは有料老人ホーム生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲの建物の一階に併設されています。生活倶
楽部ウィズ長丘Ⅲのご利用者を含め多くの方にご利用いただいています。当事業所では、多種の催しや、
レク
リエーションプログラムを提供しています。習字、
スケッチ、
エステ、映画鑑賞、各種ゲーム、
オリジナル絵ハガ
キ作りなどなど…。
そのなかでも一番人気は、顔・ハンドマッサージを含むエステです。
プロのエステティシャ
ンの指導のもとに、
ご利用者は真剣な表情でエステやメイクを学びます。女性は幾つになってもキレイになる
ことに喜びを感じ、
キレイになる喜びが刺激となります。
レッスンが終わった後の表情は明るく、姿勢は伸び、
足取りも軽くなるというから、恐るべしエステの力。
ほかには、麻雀も男女問わず人気があります。
その効果も
あるのか、事業所全体の雰囲気が梅雨の季節でも、
ご利用者は明るく朗らかな方ばかりで、
カラリと晴れた
ような明るい雰囲気に包まれています。開設からの毎日は、
すごいスピードで過ぎていき、
あっという間に4 ヶ
月が過ぎたことに私自身驚いています。日々発見と課題があり、
さらに学ばなければならない多くのジャンル
を見つけたりと、緊張と苦労があるものの、充実した毎日をご利用者と共に過ごしています。
「ガンバリマス！」。
（編集担当 : 押見）

デイサービスの1週間の一例を紹介します。
日

◎運動レク
◎計算・脳トレ

月

◎童謡・唱歌
◎脳トレ

火

◎書道
◎スケッチ

水

◎マッサージ
◎脳トレ

WITH通信

木

ウィズキラキラデー
スキンケア・メイク

金

◎切り絵
◎誕生会

土

◎写真立て作り
◎手芸

10 周年を迎えました。

ウィズグループの
制服を紹介します

ユニフォームのご紹介！
今年の７月から、
ウィズグループの制服
デザインをリニューアルしました。
介護職はポロシャツからシャツタイプへ
変更し、
より清潔感があり、爽やかなルッ
クスとなっています。
また看護師などの専
門職は別デザインとなっており、一新され
た制服で明るい介護を目指します。

〜生活倶楽部ウィズ長丘〜

当施設が開設して、
おかげさまで10周年を迎える事が出来ました。
そこで、
地域の方々・ご利用者・ご家族の皆様に日頃の感謝を込めて記念
行事を開催致します。
毎年恒例の夏祭りとは違い、
屋外で開催致します。
屋外での開催は初
めての試みではあ
りますが、
ご来場頂
いた皆様に楽しん
で頂けるよう職員
一同頑張ります!!
当 日は、様々な出
店や余興を準備して
お待ちしていますの
で、
みなさんふるって
ご参加下さい！

日時

平成25年8月18日 日曜日

（前年の夏祭りより）

◎午前の部／9：30～12：00
【お好み焼き・焼きそば・どらやき・射的・くじびき・写真撮影コーナー・飲み物販売】

◎午後の部／14：00～15：30
【子ども太鼓演奏・職員によるソーラン節演舞】

場所

ウィズ長丘駐車場（午前の出店のみ）※雨天時は1階食堂にて行います。

WITH通信

