
高瀬会だより

　　　第１３号

◇園庭にはいつもきれいな花が多く咲いています。◇
 
 
屋外にでて散歩するといろいろな発見がありま
す。会話もはずみひとりひとりの表情が和らいで
います。のんびり・ゆったりとしたひと時を過ご
すことができました…

 

◇今でもやんちゃなチッチです！◇
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檻の中で元気に走り回る小猿に見覚えはありませんか？以前、高瀬会だよりでご紹介させていただい
た『チッチ』です。まだ、生まれて間もない頃に山で母猿と離れてしまったチッチを地元の方が救
い、ここにやってきました。もう、すっかり！？大人に成長したはずですが、今も小振りです。りっ
ぱな？自宅（檻）を構えてもらい、元気いっぱい、今でもバナナやお菓子が大好物です。子供時代か
ら人に飼育されてしまうと、自然界で餌を得て生きていくのは難しいようです。これからも、ここが
チッチの棲み家になるのでしょうね。小さな世界ですが、それなりに楽しんでいるようです。やん
ちゃな様は、猿一倍？？・・・檻のそばを通りかかるだけで、ちっちゃな手が伸びてきて、悪ふざけ
をします。職員の中には、眼鏡を取られたり、荷物を引っ張られたり・・・おちおちとしていられま
せん。時には、小さい頃の習慣で、遊んでほしい仕草（檻から両足を伸ばして出す）をしたり、好物
を要求するときには「チッチ」と呼びかけると、声を出して答えてくれることもあります。人なつこ
いので、かわいいのですが、時には威嚇して見せることがありますので、あまり檻に近寄らないよう
にして下さい。特に子供さんは大人と一緒に見物に来ていただけると嬉しいです。これからもチッチ
は元気に暮らしていくことでしょう。よろしくね！

 

◇新入職員の紹介◇ 
桜は新人さんや新入生たちのシンボルともなっています。各地の学校では校門の桜の花が新入生を優
しく歓迎しております。高瀬会でも１２名の新人職員を迎えることができましたので、ご紹介させて
いただきます。５月には、研修委員会による介護技術を中心とした新人研修が行われ現場の力となっ
て頑張っているところです。若い力にこれからの活躍が期待されます。皆様のご指導よろしくお願い
申し上げます。

高瀬会の職員になって
一ヶ月が経ちましたが、
まだまだご利用者様や先
輩方に迷惑をかける日々
が続いています。今は先
輩方から指導を受け、毎
日が勉強になり、助けて
もらってばかりですが、
今後は１日でも早く、ご
利用者様や先輩方から信
頼される一人前の介護士
になって、サービスを提
供できるようになりたい
と思っています。これか
らも一生懸命成長してい
きたいと思っていますの
で、ご指導の程宜しくお
願い致します。 
介護職　玉置　昌喬

高瀬会で介護の仕事を始
めて四ヶ月が経とうとし
ています。毎日が勉強の
日々で、利用者の方から
学ぶことや先輩の職員方
から教わることなどもた
くさんあります。これか
ら先も今の気持ちを忘れ
ずに、１日１日を大切に
積み重ねていきたいと思
います。まだまだ未熟で
すが努力することを惜し
まず、頑張りたいです。 
介護職　三澤　友美

今年の３月末まで大阪の
老人福祉施設で勤めてい
ましたが、現在は気持ち
も新たにこれまでとは違
う環境や職種を経験する
ことができ日々勉強させ
て貰っています。めまぐ
るしく変わる介護保険制
度の中で事業所への負担
は大きくなっています
が、ご利用者様やご家族
には安心して、楽しく生
き甲斐のある生活を送っ
てもらえるよう、笑顔を
忘れず頑張りたいと思い
ますので宜しくご指導願
います。 
介護職　大谷　康央

去年９月から高瀬会デイ
ケアで勤めさせて頂き、
８ヶ月がたちました。 
介護に携わる仕事は初め
てで知識も経験もなく、
続けられるかとドキドキ
していましたが、職場の
方々にあたたかく受け入
れて頂き、一から指導を
受け、日々楽しく仕事を
させて頂いております。
高瀬会やこの職場に出会
えたことも何かの縁で、
自分にも何かできること
があるはずと思い、努力
していきたいと思いま
す。 
介護職　坂田　香住
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あじさい苑に配属になり
一ヶ月が過ぎました。初
めの所は何をしていいの
か分からず先輩方につい
て回ってばかりいました
が、今では仕事を任され
たりと少しではあります
が自信がついてきまし
た。ご利用者様達にも名
前で覚えて頂き、話しか
けると笑顔で迎えて下さ
るので、とても心が和み
ます。先輩方も仕事で忙
しい中、丁寧にご指導頂
き、とても感謝していま
す。色んな事があると思
いますが、いつでも笑顔
だけは絶やさずに頑張っ
ていきたいと思っていま
す。 
介護職　奥　慶彦

高瀬会に入り、約四ヶ月
が経ちました。私にとっ
てはあっという間でし
た。先輩方に一から教え
て頂き介護というものを
少しずつ分かり始め、楽
しくなってきました。ま
だまだ介護について知ら
ないことが多いと思うの
で、勉強し一日も早く仕
事を覚え、お役に立てる
ように頑張りたいです。
ご迷惑をおかけする事も
あると思いますが、よろ
しくお願い致します。 
介護職　小池　千夏

私が介護の仕事を始めて
今年で三年目です。今ま
で色々な方にお会いし、
これからも色々な方と思
い出が作れるよう、先輩
方からご指導して頂いた
事を覚え、皆様のお役に
立てるよう日々勉強して
まいりますので、今後も
ご指導宜しくお願い致し
ます。これからも高瀬会
のスタッフとして、仕事
をする中で笑顔を忘れ
ず、楽しく毎日を過ご
し、頑張りたいと思いま
す。 
介護職　松原　恭子

年度末でお忙しい３月と
いう中途半端な時期か
ら、介護支援専門員とし
て南紀ケアプランセン
ターに配属していただ
き、すべてが勉強の毎日
で、４月の花見会では黄
色いハッピを着て、踊り
も舞わせていただき、
色々と充実の日々を送ら
せていただいておりま
す。若輩者で皆様方には
多々、ご迷惑をおかけす
ると思いますが、ご指導
の程、よろしくお願い申
し上げます。 
介護支援専門員　三浦　
義昭

あじさい苑で働かせてい
ただき二ヶ月がたちまし
た。先輩方、ご利用者様
に介護というものを教え
ていただき介護の楽しさ
がわかり始めてきまし
た。今私のできることは
まだまだ少ないのです
が、今の私にできること
から全力で頑張り日々勉
強させていただきながら
成長していきたいと思っ
ております。迷惑をおか
けすることも多々あると
思いますがご指導お願い
します。 
介護職　高山　眞久

３月２３日より高瀬会に
勤務しております、西清
代です。今までは医療機
関の外来での勤務が多
く、老人施設では二ヶ月
程の経験しかないため皆
さんにお世話をかけてお
ります。早くご利用者様
のお名前を覚え、仕事も
早く皆様にお世話をかけ
ないように頑張りたいと
思います。 
看護職員　西　清代
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4月よりあじさい苑で勤
務させていただいている
富永ひでみです。昨年よ
り、通信制の看護学校に
通いながら学業と仕事の
両立ができず日々悩みな
がらも勤めていきたいと
思っていますので宜しく
お願いします。 
看護職員　富永　ひでみ

2月から高瀬会にお世話
になり、4月よりグリー
ンヴィレッジ古座川の配
属となりました。これか
らご利用者さんと共に充
実した時間が過ごせるよ
うに笑顔で頑張りたいと
思います。よろしくお願
いします。 
看護職員　浅利　京美

 

◇恒例のお花見会◇ 
花見会。今年のお花見は、前日まで天候が心配されていましたが、皆さんの願いが通じたのか絶好のお
花見日和となりました。暖かかったり寒かったりで、開花のほうも心配していましたが満開の桜でし
た。花より団子といいましても、やはりはながなくては宴は盛り上がりませんよね？！願いが通じた
分、カラオケや東会の踊りが盛大に行われました。桜の木々も皆さんの愉しそうな笑顔を見て、また来
年も綺麗な花を咲かせてくれることでしょう。最後は花吹雪で飾ってくれました。
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◇第1回「高瀬会文化祭」～手作り作品いっぱい！◇
　日常生活の中で創り上げた作品
を発表できる場を作り、ご利用者
様が今後も活動的に、そして、意
欲的に生活を送れるような機会を
もちたいということから、今回、
初めて文化祭を開催することにな
りました。ご利用者様の作品を皆
様に見ていただきたいという想い
を出発点に、ご家族様や賛同いた
だいた地域の皆様、職員の作品等
を一緒に展示して多種多芸な作品
観賞を楽しむこと、そして、地域
の皆様との交流を広げる機会にし
たいということから、今回、多く
の皆様にご協力をお願いすること
になりました。12日(土)初日は、
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作品展示だけではなく、バザー・
蚤の市、つくしーズコンサート、
東会の踊り、よさこい踊り、マグ
ロのセリ等、楽しいひと時を過ご
していただけるようなイベントや
出店を用意させていただいたつも
りでしたがいかがでしたか？多く
の方にご来場いただくことがで
き、予想以上に盛り上がることが
できました。また、文化祭メイン
の展示は18日(金)まで行い、ゆっ
くり観賞できる時間を持てたよう
に思います。 
 
マグロのセリは、古座川町農林業
祭りの愉快なセリで有名な鶴川地
区の河口祐三様をお迎えして行い
ました。軽快な掛け声と楽しい口
調に大笑い！。よさこいのリズミ
カルな踊りや東会の踊りは、見応
えがありました。バルーンアート
コーナーは、職員がピエロに扮
し、子供さんと一緒に風船を使っ
て動物を作りました。ご利用者様
は、やはりご自分たちが手がけた
作品を感慨深く、観賞されていま
した。地域の方々からは、ご利用
者様の作品に活動意欲を感じたと
いう意見を伺うことができまし
た。施設入所されているご利用者
様の面会者数が多くあり、ご家族
の方と一緒に文化祭を楽しまれた
方もおられました。 
皆様にはお忙しい中、たくさんの
ご来場をありがとうございまし
た。そして、地域の皆様には、貴
重な作品の出展とバザー・蚤の市
には、たくさんの御品の提供ご協
力を本当にありがとうございまし
た。

また、ボランティアの皆様には、初めての開催で準備や当日の進行等、何かと不手際な面があったことと
は思いますが、ご協力のおかげで、無事順調に催し物の運びができたことと大変喜び、感謝しておりま
す。（尚、バザー・蚤の市での売上金は、社会福祉法人高瀬会をご利用される高齢者のために活用させて
いただきますことを改めてご報告いたします。 
 
ご協力ありがとうございました。 
☆ 展示作品のご協力者様 
☆ ボランティアの皆様 
☆ 御品（バザー・蚤の市）のご協力者様 
☆出店のご協力者様
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◇豆知識　こいのぼり◇
こいのぼりは漢字では鯉幟。鯉は何度失敗
してもあきらめずに滝を登ろうとする習性
から、子供の出世と栄誉を願う親たちがこ
の鯉にあやかってこいのぼりを立てるよう
になったとされています。それではなぜ
「屋根より高く」こいのぼりを掲げるかと
いうと、天の神々にたいして大事な息子の
報告とお願いをするためだそうです。昔の
こいのぼりは真鯉が一匹だけという構成で
したが妻としての緋鯉が足され、青鯉とい
う子供たちが追加されました。お父さん鯉
が一番上になっていますが、近頃の家庭の
様子をみるとお母さん鯉が一番上でもいい
ような……。
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◇花束贈呈◇
高瀬会では、毎年誕生月になると職員に花束が贈られま
す。 
施設長から職員一人一人に労をねぎらった暖かいメッ
セージを添えて、手渡ししてくれます。私たち職員は、
ご利用者様、地域の皆様に喜んでいただけるよう日々勤
めていきたいと思います。

 
◇鬼は～外！福は～内！◇
今年も節分の日には各施設でご利用者様の元気な声が聞こえました。色々な鬼に扮した職員が豆から
逃げたり、逆に追いかけたり（笑）、皆さん「キャーキャー」と童心に返ったようにはしゃいでおら
れました。これできっと今年も皆々様に福が訪れると思います。ことでしょう。 
と思うと当たる豆の痛さもなんてことないでしょう。  

どっちも笑顔なんですから福はもう来ていたようですね。 
 

◇高瀬会デイサービスセンター◇
高瀬会デイサービスセンターではレクリエーションと共に運動機能
訓練等、より良いサービスの充実を図っています。特定高齢者・要
支援者・要介護者の方で、今後デイサービスを利用してみたい方ま
た利用しなくてもどんな事をしているのか興味のある方を対象に、
見学及び体験を行っていますので是非ご参加ください。 
 
※ 送迎については、ご本人又はご家族でおねがい致します。 
※ 体験で食事を希望される方は、５５０円頂きます。

◇古座川園◇　お孫さんの結婚式に感動！
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古座川園ご利用者様の山本敏子様は、先日、お孫さんの結婚式に参
列されました。小さい頃から面倒を見てきたお孫さんだけに、感慨
深いものがあったようです。幸せそうな笑顔いっぱいの写真を見る
だけで、私たちまでもが幸せな気分になりますね。おめでとうござ
います。

　　日本赤十字ボランティア活動
古座川園では、毎月、日赤ボランティアの方々の奉仕を
受けることができており、いつも多くの洗濯物畳みや整
理を行っていただいております。長いお付き合いに、ご
利用者様や職員とも顔なじみ！となっており、古座川町
の方々の訪問ということでは、地域とのふれあいにも
なっています。日赤ボランティア活動とは、「寝たき
り」や「一人暮らし」等、介護が必要な高齢者に対して
の奉仕活動として、福祉施設や高齢者の家庭へ訪問する
等の地域に根ざした活動を行っておられるようです。長
年にわたっての奉仕活動に感謝しております。

◇金柑狩り◇

 

施設の近くにきんかんがたくさんなっています。持ち主宮本様のご好意に
よりきんかん採りにいくことになりました。大きく手を伸ばし高いところ
も不思議とどんどん取れちゃいます！！ 
採ったきんかんをジャムにしておやつにホットケーキを食べました。おい
しーっ！

 
◇あじさい苑◇　カーネーション出来たよ！
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平成１９年５月の文化祭にむけて、細長い色とりどりの
クレープ紙に横や縦にハサミで切り込みを入れる方や、
一枚一枚切った花弁を針金に巻かれる方、色紙のがくを
貼られている方など皆さん会話を弾ませ楽しまれながら
一生懸命にカーネーション作りに精を出され出来上がっ
たカーネーションはとても綺麗な花束になっていまし
た。 
 

　　お花見ドライブ
あじさい苑では４月１１日・１
９日の二回に分け一枚岩までド
ライブに行ってきました。桜を
眺めながらのドライブは窓から
の風も心地よく、車中も笑顔で
いっぱい。「新しい道が出来て
いてびっくりしたよ、便利に
なったね」「桜も残ってて良
かった、綺麗やったよ」と戻っ
た後の話にも華が咲きました。

 
◇来年１月開設予定！◇
今年度12月開設予定の『高瀬会地域密着型バー
デンライフ・ケアセンター湯ごりの郷』の建設
工事が始まりました。那智勝浦町湯川地区内の
工事現場は、工事用のフェンスに囲まれ国道42
号線からは中の様子は伺えませんが、工事は順
調に進んでおり現在は（5月）基礎工事に取り掛
かっています。近隣の皆様にはご迷惑をお掛け
しておりますが、ご理解、ご協力宜しくお願い
申し上げます。

 
◇ここにもありました！ど根性野菜（高菜）！◇

高瀬橋を渡ってすぐ、目に付いた方も多くおられたことでしょう。
こんなコンクリートの壁と道路の隙間から、みるみる内に大きくな
る高菜を見ていると、たくましさと一生懸命さを感じて、思わず応
援していたというお家の方でした。逆境を生き抜く力強さで、ど根
性大根が話題になっていましたが、ほんと、応援したくなるもので
すね。訪問するヘルパーさんもずっと見守っていたようです。
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◇◇楽しかった思ひ出◇◇

のんびり、ゆったりと…（散歩
デー）

花に囲まれて（喫茶デー）

 

編集後記 
年が明け、半年が経とうとしています。外の出て、深呼吸をすると青々とした　若葉の匂いを感じるようになりま
したが、緑のように成長はしたのでしょうか？畑に植えた新しい苗たちは、どんどん大きくなってきています。 
苗のように目に見える成長とまではいきませんが、何かを収穫できるようにしたいです。　　　（由谷）
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