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今回のダスト|よ大正 2年生まれで、今年98歳になられた矢野ネノ様です。

矢野様|よ50代半ばまで農業をされ、その後|よ三味線や日舞などを習われていました。お話がとてもおも

しろく、いつも色々なゲストとお話をされています。また、日舞などされていたこともあり、レクリエー

シヨンの時など歌にあわせて一緒に踊られ、場の空気を明るくして下さいます。

今|よ歩行器にて歩けるようにと、日々歩行器にて訓練中の矢野様。

これア〕`らも、面白いお話で多くのゲストの方を笑顔にして下さしヽ。

(看護介護部 :後藤)
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私 |よ現在就職して4年目となりました。各年色々な経験させて頂き、一年一年に自分の変化を感じてお

ります。

当施設|よ今年20周年ということで私の5倍です。20年という月日もや|よ リー年一年の歴史の積み重ねで

あり、その変化|よすばらししヽものだと若輩者なりに感じます。私も16年後に自分がどうなつてしヽるのか楽
しみです。                                    (り 八科 :村)|)，
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文化祭時のグス ト作品

基本方針
●個人の意思と権利を尊重し、質の高しヽ生活の場を提供します。

●家庭復帰をめざしたり八ビリテーション医療と個別対応の栄

養管理及び看護介護サービスを行しヽます。

●実り豊かな人生のひとときを快適に過ごしていただく為の総

合的なケアサービスの提供を行います。

●地域福祉の充実や在宅高齢者の生渚支援を行います。

至菊陽
至大津 社会医療法人社団熊本丸田会

熊本整形外科病院

熊本り八ビリテーション病院

介護老人保健施設サンライズヒル
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指定居宅介護支援事業所サンライズヒル

菊池地域り八ビテーション広域支援センター

通所り八ビリテーション熊り八病院

「個人情報保護について」サンライズヒルで|よ、こ利用者様。その他の関係者様に関しての個人情報に関連する法令の遵守に取り組んでいます。
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サンライズヒル20周年記食拡大片反

ゲストからのお言葉
(入所ゲスト:深野 敏彦様より)

「築きあげた20年の宝」

サンライズヒル開設20周年おめでとうこざいます。

この輝かしい節目に感謝を込め喜びの言葉を述べる光栄に洛し有り難うこざいます。

現在地球環境の大きな問題に温暖化があります。氷河|よ解け海面|よ上がり陸地水没、砂漠化、食糧や水

不足、ほか各種被害が発生すると予測され訣す。温暖化|よ主として空気中に二酸化炭素 (C02)のガスが

増える為です。森林|よそのC02を吸収し貯蔵し大きく成長します。このこと|よ樹木だけのもつ偉大な能力

です。即ち光合成です。地球上の総ての生物|よ植物の光合成 (C02を B及収する)のお陰で生きています。

サンライズヒル周辺|よ森林に包まれておりこの超能力の恩恵を満度に享受していることを銘記すべきです。

雨が降つても徐々に地表より根部に浸透し地下水となり緑のダムになり訣す。土砂崩れ等の災害を防ぐ

のが森林です。 施設の道を歩けばほのかな匂いが樹木より出て、自然と森林浴がなされ爽快な気分とな

ります。

葉より蒸散する水分や酸素も出ますので施設に来られる人|よ 行楽気分になり入所の私共 |よ レクリエー

ションで野外にでます。施設を囲む森林|よ 防風林となります。

このように施設入所者に住みよい生活環境を与え、最近全館改装なされました。この上0事も満足度抜

群です。 以上偉大な自然の力を表現して20年の喜びを胸に抱き意義あるものに致しました。

で|よ最後に「20周年万歳」を心に日斗びながら筆を措きます。

(通所ゲスト:前田マサ子様より)

あの頃|よ訓練室を宮本先生と有l動先生で通所も25～26名と少なく、その後も患者も2倍 3倍増えて、今

|よ職員の方もめまぐるしく動いていらつしゃいます。サンライズが大きくなつたのも宮本先生、井芹主任

のおかげだと思います。

ありがとうこざいました。                                 ヽ

(通所ゲス ト:松本フミエ様より)

私 |よ 1999年 に入院しておりました。2000年問題で何か起こつて |よ大変だということで用心のため退院

ということになり年末退院後、すぐに通所り八ビリテーションに来させてしヽただくようになりました。

当時の職員で七効出身の瀬田さんがとても良く世話をしてく才lて しヽたのがとても印象深く記憶に残つて

おります。 また、宮本先生、有働先生、仲良くなつたゲス トの方、忘れられない方がたくさんおります。

長しヽ間利用させて頂き本当にありがとうこざいま0。

サンライズヒルも平成23年 10月 2日で倉」設20周年を迎え、ゲス トの皆様
ヤンイー

に感謝の気持ちをこめて記念イベントとして楊藝さんによる胡弓演奏会を開

催致しました。

中国吉林省出身の楊藝さん |よ 6歳より胡弓を修め、数々の賞を受賞。現在

|よ 福岡、北九州、長崎、下関のカルチャーセンター等で指導をなされるなど

幅広く渚躍なさつています。

今回の記念演奏会で |よ 荒助の月、故郷、

中国曲の賽馬などを演奏されあたかも懐か

しい風景や草原を駆ける馬が目の前に浮か

ぶかのようでした。グス トの皆様も目頭を

あつくして聞き惚れておられ20周年を記念

i洵壁辺'wするに、ふさわししヽ素晴らしい演奏会とな

この度、介護老人保健施設サンライズヒル |よ 記念すべき20周年を迎えることができました。これもひと

えにゲス トの皆様、そしてまた多くの皆様方の御支援と御協力、御理解をいただいてここまできたわけで

こざいます。厚く御礼を申し上げますとともに心から感謝を申し上げます。

サンライズヒルの歩みを振り返りますと1980年代 |よ高齢化時代を迎え1982年 に老人保健法が制定さll

ました。そして1986年 に老人保健法が改正され「老人保健施設」が倉」設されました。「老人保健施設」 |よ

「在宅復帰を目的とした病院と在宅の中間施設」 「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その

他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」として誕生しました。私どものサン

ライズヒル|よ 「老人保健施設」として1991年 に開設し羽在に至つています。2000年 4月 、介護保険法が

施行され「老人保健施設」から「介護老人保健施設」と呼称が変わりましたが、「中間施設=在宅生活支

援施設」という基本的位置づけ|よ維持されています。

サンライズヒル |よ 、全国的に有数な高機能り八専門病院として欠0ら れる熊本り八ビリテーシヨン病院に

併設さイlています。サンライズヒルにおきましてもり八ビリテーションに重きをおいています。現在り八

ビリスタッフ|よ 11名在籍しており全国平均の275名と比較して 3倍以上になつています。り八ビリスタッ

フの高い能力とスタッフ数により、濃密なり八ビリテーションをこ提供できる体制が整備された在宅生活

支援施設です。また、「実り豊ア〕`な人生のひとときを快適に過こしていただく為の総合的なケアサービス

の提供」を基本方針とし、在宅生活が難しい方々のこ利用も私どもの存在理由と認識しております。

開設20年を迎えましたが人間でいえばやっと成人したばかりでこざしヽます。これまで以上に地効に貢献

できるようスタッフー同精進し成長する所存でこざいます。皆々様の益々のこ健勝を祈念申し上 lナますと

ともに、更なるこ支援とこ叱正を賜りますようお願い申し上 lナ ます。

(理事長 :丸田 秀―)

20周年ご挨拶

懲O周年ご挨拶
師走に入り、新しい年の足音がだんだんと近づしヽて参りましたが、皆様、益々こ健勝のこととお慶び申

し上げます。              _
去る10月 2日、介護老人保健施設サンライズヒル |よ 20周年の記念日を迎えることが出来ました。これ

も、ゲス トの皆様、こ家族の皆様、地域の皆様、そして地域及び併設医療機関の先生方オご|よ じめとした関

係者の皆様方等のお力添えのおかげです。心より感謝申し上lナます。

私たちスタッフ|よ 、未熟な私たちを温かく見守り助言やこ指導を下さる人生の大先輩であるゲス トの皆

様にいつも感謝してしヽます。また、り八ビリ・栄養・ケアをサービスの 3つの柱として、多職種協同でゲ

ス ト様の実り豊かな生活の実現のための支援をさせてしヽただしヽていることに誇りを持つてい訣す。

本格的な超高齢化社会に向けて地効での支え合いが欠かせなしヽ時代となつてまいりました。 3月 11日 の

東日本大震災を境に地朝の絆が再認識さイlています。サンライズヒルも微力ながら、熊本のそして菊陽町

の一員として、在宅復帰から看取りまで介護における地域の幅広しヽニーズにお応えし、地域に元気や明る

さを発信し続けてしヽきたいと考えております。

職員一同院是を旨とし、より質の高いサービスを目指して一歩一歩前進してまいりたしヽと思しヽます。こ

れア)｀ らもこ指導、こ革l買撻のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

(施設長 :森岡 由紀)

夕翌類とは1擁義ふ|とるIミュニティ 響・プ鼻イメ携y

りました。 (看護介護部 :豊川)

ヨ́:こ をァィ.



り八ビリテーション科
当施設の20周年を迎えるにあたり、皆様に厚く御礼申し上げます。開設当初より地域に貢献できるり八

ビリテーションを目標に活動してまいりました。地功皆様のお力添えとこ協力をいただき、ゲスト様の笑
顔・健康増進に携わることができています。今年度|よ訪間り八ビリテーションを開設しますので、更に施
設から地戦の皆様のこ自宅までゲスト様の生活スタイルに密着したり八ビリテーションを実施してまいり
ます。                        (り 八ビリテーション科 副主任 :廣岡 大門)

今後も地域に根ざし、こ利用者個々の生活に密着

した地域一番のり八ビリテーションを実施して試い

り漱す。       (理 学療法士 廣岡 大門)

ゲス トの皆様から元気と笑顔を頂き、毎日楽しく

仕事をさせて頂しヽてます。笑顔をモットーに頑張り

ます !!       (作 業療法士 坂本 彩香)

サンライズヒル20凰年記倉拡大阪

事務部
サンライズヒルの事務部|よ女性 2名男性5名 (う ち施設管理 1名、清掃 3名)の部署です。

業務内容として、ます施設管理で|よ 、施設内のありとあらゆる環境の維持管理をおこなつており、ゲス

ト様にご不便をお掛けすることがないよう、メンテナンスに|よ最善の努力をいたしております。

次に清掃に関して|よ 、4,500雨の施設全体を清潔な状態に保てるように (手垢、水垢、蛛[蛛の巣組織の

ゆるみ)を合言葉に日々清掃業務に専念しておりまつ。

最後に事務所業務ですが、常駐するの|よ 3名で、受付業務から請求業務といつた医事関係ア)｀ ら人事・経

理・用度・システムとありとあらゆる作業をマルチに進めています。

業務の一部分を具体的にこ紹介しヽたしますと、事務所|よ施設に来設頂いた方が、最初にお声かけ頂く受

付も兼ねておりますので、来設される方々の応対や電話対応を特に注意を払い対応しております。施設の

雰囲気を最大限に発揮できるよう接遇面で失礼がなしヽように心がけています。

また、介護報酬請求業務という施設の根幹にかかわる業務も担つており、請求システムヘのデータや介

護保険情報の入力から、入力したデータに間違いがないかを複数のツールを駆使したチェック業務も行つ

ております。

事務部で|よ本来業務のみならす、施設全体の牽引役として、各部署の連携を図り、ゲストの皆様を中心

とした、満足していただけるホスピタリティの提供を目指してまいります。

今後共よろしくお願しヽ申し上lナます。                (事 務部 次長 :西村 誠人)

明るく、楽しく、前向きに、ゲス トを応援し続け

たしヽと思しヽます。これからもよろしくお願い致しま

す。         (理 学療法士 安田恵美子)

サンライズヒルに入職し、|よ や 6年目。ゲストか
ら下の名前で呼んで頂くこともあり嬉しく思いま
す。         (作 業療法士 村岡裕次郎)

これからも、多くのゲス トの方々と楽しくコミュ

ニケーシヨンを図りながら笑顔で頑張つていきま

す。         (言 語聴覚士 大障 功二)

元気が取り柄です !!|

に頑張ります!||

明るく ,元気に皆様と一緒

(作業療法士 山村 綾)

病院勤務からサンライズに移動になり、早くも 4

年が経ち試した。これからもよろしくお願いしま

す。         (作 業療法士 園田 達也)

記念すべき年に入職できて光栄です。元気良く頑

張りますので、よろしくお願しヽします。

(理学療法士 坂田 翔吾)

通所り八ビリテーション科
祝20周年 1通所り八ビリテーションも施設と同様に20年を迎えました。思い起こすと平成 3年開設当初

の頃よリゲスト様の数も増加の一途をたどり、それに合わせ定員数、通所り八ルームの規模拡大がなされ
てきました。

私が通所り八ビリテーションヘ配属されたの|よ平成 5年で開設後 2年経過した頃でしたが、当時の通所
り八十よダスト様10数名に対し職員 4名のこじんまりした規模で不□気あいあしヽと一日を過として頂いており
ました。レクリエーションに重点を置いたプログラム作りだったように思しれます。

それから少しすつり八ビリを目的として利用されるゲスト様が増加し、介護保険導入の頃に|よ大半の方
がり八ビリを受けておられ、り八ビリスタッフもそれに伴い充足されていきました。

通所り八ビリテーションの役割を鑑みて、より「本物」へ近づいているのだなあと実感した次第です。

り八ビリを主目艮に置く一方で、カルチャー、外出、遊びリテーションなどの開発も継続し、フ充実したプ
ログラムメニューとなつてしヽます。

り八ビリやプログラムメニューなどでゲストの皆様が何かしら目的を持つて一日を過こしていただいて
しヽるのを見ると、私共の支援活動が報われた想いでとても嬉しさを感じます。

通所り八ビリテーションの満足度調査|よ毎年行なつているのですが、実施の度にたくさんの感謝の言葉
や満足しているとの声が寄せられ職員の働く励みとなつております。

このように規模、内容、質など様々な面で大きな飛躍を遂lナた20年だつたように思しヽます。

こイlも一重にこ利用いただいたゲストの皆様のおかlサだと感謝申し上げます。今後も皆様に満足いただ

ける通所り八ビリテーションであり続けるよう努力を重ねていく所存でございます。

ありがとうこざいます。              (通 所り八ビリテーション 主任 :井芹 雄治)

私の思い

入職して10年が経ちました。施設の中で先輩の

方々が、楽しく幸せに週こしておられる姿に触れて

幸せと感動を頂き試した。     (人 見 秀治)

日々ゲス トの皆様に満足していただける施設環境

作りに努力いたしますので今後もこ支援の程よろし

くお願いし漱す。          (西 村 誠人)

社会福祉室
サンライズヒルのサービスの利用を希望される方のこ相談に応じ、こ利用までの調整を行つています。

こ利用者の介護保険や在宅介護に関する質問、サービス利用中のお悩みやお困り事のこ相談、関係サービ

ス機関との連絡 。調整等を行い、ゲスト、こ家族の望まれる生活が継続できるようこ支援させていただい

ております。

また、ボランティアの方々の窓□として様々なカルチャーや交流行事を開催し、ゲストの皆様に喜んで

いただけるよう取り組んでおります。               (社 会福祉室 課長 :山□ 将史)

早いもので入職して 4年目で、し引つの間にか後輩

ができ委員長など任されるようになりました。びっ

くりです。      (理 学療法士 本引H 明隆)

入職して 3年、後輩もできてきました。これから

も初心を忘れすに頑張つていきますので宜しくお願
いします。   ́  (作 業療法士 池田 大陸)

入職して 1年が過ぎようとしています。笑顔で頑

張りますのでよろしくお願いします |

(作業療法士 中原 崇志)

私の思い

入職して 8年、私の父母 |よ すでに他界し、今|よ ゲ

ストの方から聞く人生のお話がとても有難く、心か

ら感謝しております。         011副  学)

私の思い出

サンライズヒルが出来たころ、全国から見学者の

方がプ(ス でたくさん来られていたのが、懐ア〕`しく思

われます。             (福 山 則道)

私の思い

私自身、勤務においてゲス トから教わる人生の修

養と健康管理にも役立つており、心から感謝致して

おり志す。             (田 中 義紀)

サンライズヒル開設20周年おめでとうこざい款

す。こ利用者の皆様に満足したサービスを提供でき

るよう、努力してしヽきたしヽと思います。

011藤 朋美)

ゲス トの皆様、こ家族の皆様との出会いを大切

に、皆様が安心して過こさllますよう努めて参り訣

す。                 (関  良子)

開設20周年おめでとうこざいます。今後も施設の

窓□として地域の皆様のお役に立てるよう頑張りま

す。                (山 □ 将史)

20周年おめでとうこざいます。今後もゲス トの皆

様に喜んでいただけるよう、勤めていきたいと思い

ます。               (藤 本 聖子)

職員からのメッセージ20周年を迎えて !
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常に院是に立ち戻り、こ利用者さまに喜んで頂け

るようなお食事の提供に努めてまいります。今後と

も宜しくお願い致します。     (永 戸 ―羽)

院是を常に心に留め、ゲス トの皆様が笑顔となる

よう栄養管理を行い、且つ美味しい食事を提供でき

るよう研鑽してましヽります。    (村 山 嘉代)

◆後もゲストの方が喜んで頂けるように、安心・

安全で美味しいお食事の提供を行つていきたいと思

います。             (西 山 路代)

を召し上がって頂ける様、栄養科―同日々努力し

ております。現在 |よ 、おもてなしする側におります

が、私もそう遠くなくされる側になります。その時

|よ 、どうぞよろしくお願い致します。 (水野 葉子)

『5つ星のホスピタリティ』を目指してオープン

したの |よ 20年前 !これからもこの志を大事にして参

ります。             (福 田紀美代)

水年勤続の表彰を受けました。これからもサンラ

イズヒルの成長を見守つていきたいと思しヽます。

(井芹 雄治)

御利用者から育てられやつと1人前の介護士にな

りました。今後も御利用者を先生として業務を行

なつていきます。         (高 尾 大介)

まだ未熟な点が多く満足しヽくようなケアを提供出

来ていないので |よ ?いつでも新鮮な気持ちで頑張つ

ていきます。           (今 吉 里美)

サンライズヒル |よ 私の最初の職場です。社会人と

して育てて頂き感謝致します。今後 |よ 恩返ししてい

きます。              (岩 崎 謙)

こ利用者やスタッフの方々との一期―会を大切

に、いつまでも初心を忘れす頑張つてしヽきたいと思

います。             (濱 田久美子)

サンライズヒルに入社してまだまだ経験不足です

が、御利用者様に楽しんで頂けるよう努めてしヽきた

いです。             (森 山 貴弘)

介護職として初めての職場で、介護士になる為の

勉強をさせて頂いた施設です。これかもよろしくお

願いします。            (堤  昭義)

毎日ゲス トの方の笑顔を支えにして頑張つていま

す。これからも笑顔を絶やさす頑張つて行きたいと

思います。            (山 本 干文)

笑顔が絶えなしヽサンライズヒルを目指しこ利用者

との出会いを大切に頑張つていこうと思います。

(小林 美香)

施設に就職して、御利用者との関わりを大事にし

てきました。御利用者と過こす時間を大切にしたい

と思つています。         (吉 田美佐子)

入職して、様々なことを学び、考え、勉強させて

しヽただきました。これからもゲス トと楽しみながら

頑張ります。           (紫 藤 直人)

に合つた食事の提供と、お一人お一人の記念日に合わせたお祝しヽ膳を準備してい漱す。又、体調に合わせ

た治療食も提供しています。

栄養科の勉強会で|よ 、21世紀の情報化社会に対応出来る対策を取つています。マスコミで食中毒や異常

気象、機能性食品等が話題になれば其れに関連した内容を取り入れ正しい欠□識を啓蒙し安全、安心な食事

を提供出来るように努めてしヽます。

20年間、このような実績を定期的に学術学会で演題発表し表彰を受けたことも数固有ります。全スタッ

フが同じ目的で努力した結果、平成16年 2月 に優良集団給食施設県久D事表彰、平成19年 9月 に|よ給食管理

運営及び栄養管理が特に優秀であり、他の模範とすべき優良特定給食施設と認められ、厚生労働大臣賞を

受賞しました。これも偏に、こ指導こ革l更撻頂きましたこ利用者様、こ家族さま、地域の皆様、又、機能的

な調理環境を提供頂きました丸田会のお陰だと深く感謝しています。

こらからも、スタッフ全員で日々研鑽しご利用者さまに喜んでいただける食事作りと、地域福祉に貢献

出きるように努力して行きたいと思つています。            (栄 養科 科長 :永戸 ―羽)

ゲス トの方々に喜んでもらえる様に美味しい0事
を提供し、自分自身も仕事のレベルアップに努力し

ていきたいと思じ討ます。     (名 嘉真喜代子)

初心を忘れず、ゲス ト様に安心して満足して頂ける

0事作りを続けていきたいと思います。 (福田 和子) ゲストの方に美味しい食事の提供を心推卜けたいと

思います。            (イ 者方 照美)

―期―会を大切にゲス トの方々に美味しい食事を

提供したいと思います。      (井 澤佐由利) ゲストの方々に喜んで頂けるような食事を提供する

為に、一生懸命頑張りたいと思しヽます。(佐藤 幸恵)

ゲストの皆様の笑顔を思い浮かべ、これからも心

を込めて0器洗浄に当たりたいと思つています。

(猿渡タマ子)

ゲストの皆様に喜んで頂ける0事が提供出来る様

に日々努力していきたしヽと思います。 (古庄 由住) 私|よ0器洗浄のパー ト職です。ゲス トの皆様に安

心してお食事を召し上がつて頂ける様に衛生的に洗

浄したいと思います。       (古 澤智代子)
「お|よ ようこざいます」の朝の挨拶と同時に忙しい

一日の始まりとなり款す。サンライズヒルで働くよ

うになり、今年で 5年を迎えることが出来ました。

入所 。通所のゲスト様に安心・安全で美味しい料理

看護介護部
サンライズヒル20周年おめでとうこざいます。

私がまだ熊本整形外科で働いてしヽるときで介護保険制度が始まるすいぶん前のことでした。熊本り八ビ

リテーション病院に老人保健施設を建設する話がありました。前理事長のお話で|よ 、その施設を中心に病

院、シヨッピングセンターなど、生活に必要な施設を設け一つのタウンにしたいと計画されていたことを

思い出します。また、施設が出来ネーミングの募集がありました。応募の中から“サンライズヒル"に決ま

り職員みんなで見学に行き、御家族と一緒に過ごすことが出来る特別室やお酒を飲めるようにラウンジが

作られていたことにビックリしました。介護保険が始志るまで|よ高齢者が楽しく自由に過こすことが出来

る保養所でした。あれから20年が経ち建物も年をとり、あちこち故障することもありますが、修理をしな

がら頑張つてしヽます。私たち職員にとつてもいろいろな思い出が詰まつたサンライズヒルです。職員―同

これからもご利用者様のために頑張つていきたいと思いますのでこれから先もよろしくお願い致します。

(看護介護部 師長 :―窪 祐子)

栄養部

開設当初より、「五つ星のホスピタリー」をコンセプトに栄養部職員―同一丸と成つて業務に当つていま

す。こ利用者さまに|よ 「実り豊かな人生のひとときを快適に過こして頂きます様」一つ一つにこだわりを

持ち、おもてなしの心を大切にしています。

特に、食器に|よ思いを込めています。当初より、β器|よ全て陶器と磁器、茶碗|よ 「京の舞」グラス|よ ド

イツ製、半月盆を使用し、0事環境の充実を図つています。

介護老人保健施設の食事療養費|よ介護保険改定により負担額の変更が有りましたが、こ利用者さまに|よ

最高のものをお召し上がり頂きたしヽとの思しヽで食材にも心を酉己り四季折々の「走り・旬 。名残」を食卓に

添えています。

食事時間も当初より朝08時、昼食12時、おやつ15時、夕06時とし、延eの場合|よ指定時間予約を承

り、何時でも美味しく召し上がつて頂ける様配慮しています。

こ利用さまの健康管理に於いて|よ、医師 (施設長)の指示のもと、お一人お一人の体調に合わせた治療

食を提供しています。

例在、栄養部で一番力を入れてしヽる事に各部協働の栄養ケア・マネジメントによる個別対応が有りま

す。嗜好|よ勿論のこと、日巳崎障害、噺下困難、食思低下の方に対応するブレンダー0、 トロミ食、ゼリー

食、亥」み食 (8段階有)をこ用意しています。個別対応に当つて|よ嗜好調査だけで無く、栄養士・調理師

が食堂や居室に行きこ利用者さまのニーズを把握しています。また、残食率の調査により、調理方法の改

善、メニューの検討に当つています。

食事サービスとして|よ 、皆様に季節感を味わつて頂く為行事食、イベント食 (おせち料理、世界の料理

フェア、四季の薬膳料理)等と手作りのメッセージカードや手作りの梅酒等を添えています。又、毎月誕

生会を企画し手作りのbirthday cakeで己長寿をお祝いしています。日ころの食事にも楽しみを持つて頂

こうと、バイキング、選択メニュー、を取りいllていますし、り八ビリの一環で始めた調理会で|よ桜餅、

梅干、干し柿、パン作り等多彩な内容にし、年々こ利用者さまの参力0が多くなつています。施設行事で|よ

模擬店や中庭での野点を実施し、こ利用者さまに楽しんで頂いてしヽます。

通所り八のこ利用者さまに於しヽて|よ、こ自宅で豊ア〕`に生活して頂ける様に栄養のパランスと個別の嗜好

ミュニティ サプラムぶと′ツ



サンライズヒル20周年記定拡大阪
素人だつた私も同僚、グス トの皆様に支えられ 2

年が経ちました。至らぬところも多くこ迷惑おかけ

します。             (大 津谷勝明)

入職して 3年弱ですが、毎日が充実しておりあつ

という間の時間でした。尚―層充実した日々が送れ

る様精進します。         (三 角 尚志)

サンライズヒルに入職し、約 1年がたち色々な事

を学ばせてしヽただきました。今後も初心を忘イlすゲ

ス ト様の為に頑張つていきます。   (平 野 徹)

祝 倉」立20周年 サンライズヒルのブラン ドを汚

さぬよう日々業務に精進して行きたいと思います。

(浦田しおり)

20周年おめでとうこざいます。グストの皆様のた

めにこれからも努力と笑顔でがんばります。

(宮田あづさ)

サンライズヒルに入所して、|よや10年。あつとい

う志にすぎました。できイlばあと10年、定年まで、

お願いします。          (刑 嘲1 恵美)

20周年おめでとうこざいます。これからもサンラ

イズのために頑張ります。     (才 滓 悦子)

20周年をむかえるこの年に入社できうれしく思い

ます。ゲス トに楽しくすこして頂く様に、今後も頑

張ります。            (増 田 修二)

今年十よ初めて夏祭りの司会を担当し、いつも業務

ばかりに入つている時と別のやりがいを感 じまし

た。もつとイベン ト事にも積極的に参加していきた

いです。             (渕 上 惟沙)

サンライズヒル |よ スタッフ間の仲が良く楽しく仕

事ができる職場です。ゲス トに楽しく過こしてもら

える様頑張りたいと思います。   (吉 田小百合)

サンライズに入職 して 8年、あつという間でし

た。大変なこともありましたが、それ以上にゲス ト

と過ごしてきたこと、楽しいことの方が思い出に

残つています。これからも、今までの経験を生かし

がんばつて行きたしヽと思います。  (吉 崎めぐみ)

入職して、|よや 6年これア〕`らもがんばりたいと思

います。             (井 手□武司)

開設20周年おめでとうこざいます。10年ぶりに復

職し温かく迎えていただき、感謝しています。これ

から気持ちも新しく頑張りたいと思います。

(光永 明子)

20周年本当にあめでとうこざいます。環境も支しヽ

この施設サンライズヒルがますます発展する事を期

待致します。           (宮 本美代子)

20周年おめでとうこざいます。サンライズで働く

ようになり、早 2年が過ぎました。御利用者様の笑

顔が見れることが私たちにとつての喜びと思つてお

ります。御利用者様が元気で楽しく過こすことがで

きるよう、スタッフと一緒に頑張つていきます。

(―雇 祐子)

私が入職したのが10年前で、職員も入れ替わりま

したが、先輩方に教えて頂いたケアに懸ける思いを

引き継いで敢為邁往頑張つてまいります。

(豊川 哲平)

20周年おめでとうこざいます。歴史あるサンライ

ズにこれからも良い歴史が亥」める様努力してまいり

ます。              (後 藤 勝文)

20周年をむかえるこの年に入社でき光栄に思いま

す。まだまだ未熟ですがこれからも利用者本位の支

援を心がけ精進します。       (音 辻 晃)

20周年という節目の時期にサンライズで仕事が出

来ることを嬉しく思います。スタッフー同ゲス トと

共に盛り上げて行きたいと思います。 (後藤 圭司)

ゲス トの皆様が当施設でより良い生活が送イlる よ

うに、初心を忘れす笑顔で頑張つていきたしヽです。

(福田 陽子)

サンライズに入職してア〕`ら約 1年が経過し色々な

事を学ばせて頂き漱した。今後 |よ 色々な企画に携わ

り、ゲス トの皆様に快適に過ごして頂けるような環

境をつくつていきたいと思います。 (山下 裕司)

四季折の 花咲きこばれし 日之出丘

ゲス トの顔にも 笑みこぼれける

皆様の笑顔の為に頑張りたいと思い款す。

(後藤 信哉)

今後の抱負として経営理念を念頭におきサンライ

ズヒルの職員である事を誇りにもつて努力していき

たいと思います。         (角 田 幸司)

20周年 おめでとうこざいます。これからもサン

ライズの職員としての誇りを持ちゲス ト中心のケア

を心がけ日々努力して行きます。  (濱 上 暁美)

サンライズヒルに入職して、初めて企画にたすさ

わり、色々な経験をすることが出来ました。今後も

ゲス トの喜ぶ様な企画を考えていきたいと思いま

す。               (坂 木 梨紗)

倉」立20周年、おめでとうこざいます。入職して約

2年目になりますが、10年、20年勤務の職員の方々

が数多く勤務されており、働きやすしヽ職場である事

を実感しております。今款でのサンライズヒルの歴

史を大切に、基本方針をもとに、ゲス トの皆様に喜

ばれる施設となるよう頑張つていきたいとおもしヽま

す。               (瀬 崎 千秋)

サンライズヒルに入職し7年半が経ち、多くのゲ

ス ト、こ家族、職員の方に支えられ、介護福祉士と

して成長することができたことに感謝してしヽます。

(吉崎 重昭)

ゲス トの皆様、またその御家族様のお力添えにて

20周年を迎える事が出来ました。感謝と努力を忘れ

す頑張ります。          (内 古閑 崇)

入職して 8年目になりました。ゲス トの皆様に元

気をもらいながら毎日頑張つています。これからも

元気で明るいサンライズヒルにしていきたいです。

(小堀麻奈美)

サンライズヒルに入職して色々な企画事に参力8す

る事が出来、とても良い経験が出来漱した。これか

らもゲス トの方を笑顔に出来るような企画をしてい

きたいと思います。        (柴 田 美重)

サンライズヒル開設20周 年おめでとうこざいま

す。今後もゲス トの皆様の為になるよう励んでいき

たいと思い款す。         (前 澤 朱香)

20周年おめでとうこざいます。20年をふり返ると

色々と走馬灯のように思しヽ出されます。数え切れな

しヽ程のゲス トとめぐり会い大声で笑つたり、お別れ

する時|よ涙ぐんだりしましたが私にとつて |よ 一日―

日が大切な日々でした。今後もゲス ト、こ家族に満

足して頂けるケアを念頭に日々精神していきたいと

思つています。開設時から私自身の理念 「ホスピタ

リティーなケア」を忘れる事なく初心に戻つてゲス

トの笑顔と共に過していきます。  (江 藤やすよ)

サンライズヒル開設20周年おめでとうこざいます。

格調高き一流の施設作り、最高のおもてなし5つ星

のホスピタリティを目標にゲスト中心のケアに取り組

み日々、努力し色々な方々に支えられこの日があると

思い志す。これからも経営理念を念頭におき、笑顔で

ゲストと向かいあい、安心、安楽に過して頂く様に努

力していきたいと思しヽます。サンライズヒルの更なる

こ発展を祈念致します。     (井 手上歌滓子)

入職し、 1年 8ヶ 月が経ちます。日々勉強である

と節に感じながら過してい漱す。肉体的に年齢を感

じる事が多いです。        (古 サ|1 利香)

私 |よ介護という仕事に出会い利用者の方から色々

な事を学び、元気を頂いています。

これからも少しでも手助けができるよう頑張りた

いと思います。          (高 橋 幸代)

卜
サンライズヒル20周年記念行事として、金□でこ活躍の沖吉けい子さんによ

るコンサー トが開催されました。澄み切つた歌声が午後のホールに響き渡り、ゲ

ス トの方々|よ昔懐かしい曲を士甚能しておられました。途中でグス トの方々が歌う

コーナーもあり、沖吉さんダ〕`ら受け取つたマイクに、しつかりとした声で歌つて

おられるゲス トの姿がE日象的でした。

沖吉さん |よ 音響機材のセッティングも全て自分で行う等、まさにプロフェッ

ショナルな姿勢で臨んでおられました。私達も、よリー層プロ意識を持つて仕事

に励まなくて|よ 、と感全名を受けた一日となりました。是非、再びコンサー トを開

催して頂きたいです !あ りがとうこざいました I       (通 所 :岩崎)

メと′ツ  8
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10月 8日 m、 さわやァ〕ヽな秋の日差しの差し込むなか、当施設におきまして、ピアノ交流会 (藤本理奈様他 2

名)が行われました。

すばらしい歌声と、ピアノ・パイオリンの生演奏で、懐かしい重謡や、「千の風になつて」などの感動的な

音楽にふれることができました。ホールに響きわたる音色と、歌声に癒され、音楽に合わせて唄つたりさイlて

いる方もしヽらつしゃれば、感極まつて涙を流しながら見入つておられるゲストの方もおられました。また次□

を楽しみにしております。ありがとうこざいました。                (社 会福祉室 !藤本)
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10月 12日

'k11階

ホールにて菊陽町老人クラブの皆様との交流会が開催されました。楽しい歌に合わせた踊り

や、日本舞踊を披露して頂きました。手作りの衣装もとても素敵で、元気をたくさんもらいました。会の終わ

りに|よ 菊陽町老人クラブの方々より手作りの座布団を寄贈していただきました。車椅子に長く座るときにとて

も重宝しており、グス トの皆様も大変喜ばれていらつしゃいました。本当に有難うこざいました。

(社会福祉室 :藤本)
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11月 12日的にサンライズヒル文化祭が行われました。心配されていました数日前からの悪天候もすつきりと

した秋の陽射しに変わり、大勢の方に来て頂きました。今年十よ「おかげさまで20周年」“感謝"をテーマとさせ

ていただき、グス トの皆様にもテーマに沿つた共同作品をお願いいたしました。

プログラム進行中、大正琴、手話ダンス、白菊保育園の園児の皆様の素晴らしい演奏、演技にゲス トの皆様

のたくさんの笑顔を見ることができました。

職員出し物にも、笑い声が多く間かれました。また、大切な思しヽ出の品を多く出展していただき、ゲス トの

皆様の違つた面オご見る事が出来訣した。

不慣れな為、皆様に色々な面でこ協力を頂じヽた事に感謝申し上げます。温かしヽこ支援、本当にありがとうこ

ざいました。                                  (看 護介護部 !古川)
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研修報告
穏8  粛鷺櫻頂監0 シジ  毯韻勘  鶉

11月 5日ω第18□熊り八・サンライズヒル合同研究発表会にて「認矢B症ゲス トの精神的安定に向けた取り組み」
という表題で発表させて頂きました。

研究を通して、日頃の生渚の中で転倒などのリスクを防ぐことを重視するあまり行動を抑制され、思うようにお動
できていなしヽ方もおられるので|よないかと改めて考えさせられました。

また、それが原因で精神面が不安定になつている方もおられるので|よないかと思しヽます。今後もそれぞれのグス ト

様が持つておられる望みや希望を傾聴し、生活の中での廻別訓練や室内の環境整備などを通じて目標に少しでも近づ

ける様なケアを考えながら実施していきたしヽと思います。                 (看 護介護部 :前澤)

平成23年 11月 5日ω、熊り八・サンライズヒル合同研究発表会が熊り八病暁本館 2階地域交流ホールで行われま

した。熊本丸田会グループの発表 9題、「廻人情報保護について」熊本託麻台病院 法人事務局長 名倉敏信様の特

別講演がありました。

今回私|よ、『連絡ノー ト活用の評価及び課題』としヽうテーマで□述発表しました。連絡ノー トがもつと活発に活用

されこ家族との連携、コミュニケーションオご補うツールとしての役割を担い、通所り人のメッセージの発信や書類回 :

収等の機能を果たすことで、グス トの体調管理を効果的に支援でき利用者が安心して地域で生活できるような手伝い

が出来ればと思います。

本研究発表会に参力[して学んだ事を港かし、ゲス トの皆様、こ家族様の生活の手助けになるような関わり方が出来

ればと思います。                              (通 所り八ビリテーション :堤 )

櫻飛ビ拶テー抄霞 鱒ケア会 爾 犬  鑢 籍醸

菊陽町老人クラプ連合会 女性部 中村 美智子様

玉

｀
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全国老人クラブで|よ、健康・友愛・奉仕の三大運動

を掲lナ、「生渚を豊かにする楽しい活動」「地域を豊か

にする社会活動」を基本として、地効における色々な

活動を推進し、仲間づくりを進めています。

友愛汚動で|よ、孤立を防ぐため、又病弱な人達の声

かけ、見守り港動、地域の子ども達との交流会活動、

グラウンドゴルフ、ゲー トボール各大会並びに、美化

作業を通し、親睦を図り交流を深めています。

女性部で|よ 、サンライズヒルの栄養士のよ戸先生の

料理実習、食についての講話、月 1回のデイケアの皆

漱ごと,しシピ

°
   しヽわしの田楽   

じ

<材料>4人分

いわし……… …… … …… ………4尾

⑥砂糖…………………大さじ1/2

0しょうゆ……………… 大さじH

Oみそ…………………… 大さじ3

0砂糖 …… ………… 大さじ2

0みりん…………… … 大さじ1

0水……………… … 大さじ2

ゴマ………………………………  適量

さんとの手芸交流会、施設訪間、健康体操部の発表会等、サンライズヒル様の計らしヽで、交流会の場をつくつ

て頂き、心より感謝致しています。
“私達が出来ること"“私達だから出来ること" 高齢者の自

覚と誇りを持ち、仲間づくりの輪を広 lナ、さらに進む高齢化

社会の中、全ての世代と共に連携し交流オご|よかり「生きがしヽ

づくり」「健康づくり」「地域づ

くり」を通して、心豊かな地功

社会を築くこと、それが私達高

齢者の目指すもので、笑顔で暮

らせる安心安全な日々であつて

ほしいと願つてしヽます。

平成23年 10月 27～29日の 3日間にわたり、り八ビリテーシヨン・ケア合同研究大会がくまもと県民交流館パレア

とホテル日航熊本 ,鶴屋木―ルにて行われました。今回|よ 「り八・ケア再老」と題し、講演・シンポジウム・ワーク

シヨップ・□述発表・ポスター発表がありました。

◆回、『当施設における短期集中り八ビリテーションの効果検討～MMSEと FMを用いて～』というテーマで□述

発表しました。日頃ア〕`ら行つているり八ビリがゲストの生活に対してどのような影響があるのかを考察し、現在の活

動内容を紹介する事が出来ました。発表後に|よ千葉県にある病院の理学療法士の方に声を掛けられ、細かく質問を受

けました。その後に名刺交換も行い、お互いに刺激になる研究大会になつたと思います。

学会 |よ 2000人以上の病院や施設の職員が全国から集まり、会場に入れなしヽ方もいらつしゃるほど大盛況でした。

本研究大会に参力Bして学んだ事を活かし、自分の行つているり八ビリをもう一度 「再考」し、現場に還元してしヽきた

いと思います。                                  (り 八ビリ科 i OT園 田)

今回|よ 、澤田アヤ様の音懐かしの一品についてお話を伺いました。皆で食卓を囲み、郷土料理や得意料理

名などの思しヽ出を語り、それを聞くことにより、充実した時間を共有できると思います。また、一緒に食べ

ると美味しさも違います。家族や友人と一緒に食事をする事 (共食)|よ、日本の食文化・行事
~良

など、高齢

者が持つ豊かな食の矢□識を若い世代に引き継ぐ役割を果たす場にもなります。     (栄 養科 :村山)

<作り方>
①しヽわし|よ手開きし、流水でよく洗い、キッチンペーパーで水気を取

る。

②Oの調味料を合わせて、その中にいわしをさつと漬ける。 (さくら

漬け)

③②のいわしを網などにかけて、一晩天日干しする。

①田楽みそを作る。鍋にOの調味料を混ぜ合わせて、弱味にかけ木ベ

らで混ぜながらトロリとするまで煮詰める。

⑤半乾きしたしヽわしにゴマをふり、グリルで焼き、④の田楽味噌をか

けていただく。 (し わヽしが少し焼けて、田楽味喀を塗つて更に焼く

と味噌の香ばしさがでて美味しいですよ)

コ η と

<澤田様のコメント>
私|よ牛深に住んでいましたので、毎日のように魚を食べていました。特

にいわし|よ、大量に獲れていましたが、傷みやすいので0べきれない分|よ

干して常備菜にしていました。お昼こ|よん時になると、囲炉裏に干したい

わしに田楽みそをぬつて焼き、その当時米|よ貴重だつたので、芋と一緒に

食べていました。囲炉裏の縁に兄弟並んで「これが私の。あつちがあなた

の…」とわしヽわしヽ話しながら、焼けるのを待つていたものです。

リスク管理について
私たちの介護老人保健施設サンライズヒルにおし出て|よ平成H2年から施設における様々な事故やヒヤリ

八ットを記録に残してましヽりました。
そこに|よ、同じミスを繰り返さないようにという思しヽがありました。そして平成14年から|よ リスクマ

ネジメン ト委員会を立ち上げ、リスクに対する対策を協議し施行しております。リスク管理の中でよく
用しヽられるのが 「スイスチーズモデル」です。スライスチーズが何枚も重なつているところで一枚だけ

穴を開けても先|よ見えません (事故防止策が効力を発揮している)。 しア〕`しほかのチーズも同じところ
に穴を開けていけば先が見えるようになります。 (事故発生です)このチーズー枚一枚が事故防止策と
考えられ、チーズの枚数 (対策)を増やすことで事故を未然に防げるという比喩です。このように対策
を検討する材料としてヒヤリ八ット事例が有効となりますが、この事例の中で一番多い対策が、「見守
りを強化する」という内容です。

近年、認矢□症の方も増えてこられ、傾向を把握し対策オご検討・施行させていただいてい志すが、本当
に見守りを強化するという言葉で今後の対策として有効なものなのか ?を職員が意識することが重要で
すしそういう考え方を持つた職員を一人でも多く育てる事も必要です。そんな中、私 |よ最近、施設の中
をく志なく見固り、当たり前になつている事象を再度疑間符をつけ見直し、落とし穴を発見するように
心がけています。簡単なようで非常に難しく他者の状況と見比べることから、想定外という言葉をなく
せるようにしています。まだまだ色々と問題 |よ ありますが、日で見る危険予欠□対策を|よ じめ、事故事例
集の職員への酉己信とすこしすつで |よありますが前進してしヽるサンライズヒルのリスク管理です。皆様も
何かとお気づきのことと存じます。遠慮なく職員へ伝えていただければ幸いです。今後共サンライズヒ
ルをよろしくお願しヽ申し上げます。                      (事 務次長 :西村)

ユとすfザ



折り紙クラブ
余暇時間を利用して、数名の方と折り紙で季節の花などの作品を作成しています。

以前の、旧通所室で大人数によつて作成していた頃に比べると、小規模な活動になつて|よいますが、通

所に季節の彩りを加える事に一役買つているので|よなしヽでしょうか。今後も汚動を続けてしヽこうと考えて

おりますので、参加こ希望の方 |よ職員までお声かけ下さい。お待ちしています。     (通 所 :今吉)

園芸教室
徳月第一水]程 日に実施しております園芸教室にて、6月 に植えた枝豆、9月 に植えたベビーレタスが育

ち、沢山のこ利用者の昼食に提供する事が出来ました。

昨年十よ天候不良や私達の矢[識不足で失敗ばア)｀ りでしたが、今年十よ参加者の皆様からのこ指導をいただき、

花や野菜のガーデニングライフを楽しめる活動が出来ています。

園芸に興味のある方|よ是非こ参力□ください。                   (通 所 :高尾)
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ミュ鼻勇ィ サプライメユプV

「
皆様、こんにち|よ 。寒冷の候いかがお週こしでしょうア)｀。通所り八ビリテーションで|よ、快適な環境の中でのり八ビ

リ・各種レクリエーションの他に交流会やアクティビティ活動・調理会など色々なプログラムを準備しております。今

後も楽しいプログラムを盛り込んでいきたいと思いますので、やつてみたいことなどがこざいましたら、通所スタッフ

までお申し付け下さい。

曜日対抗選手権
今年度も8程 日対抗選手権、継続して行わせて頂いております。以前 |よ、普段のレクリエーションを対決

形式で行つてしヽた事が多ア〕ヽつたのですが、今年度から|よ季節感を重視し、職員手作りの、サンライズヒル

だけのレクリエーションを皆様に楽しんで頂いており漱す。職員皆で試行錯誤して作り上げたもの |よ 皆様

にも非常に好評で、参力B者も増えております。それぞれ「負けるものか !」 と一生懸命身体を動ア〕`されま

すし、自分の番以外も他のグス トの応援をしてくださいます。

上位者に|よ景品オとお渡しし、思いがけないプレゼントに喜んで頂けたことと思じヽます。

今後もゲス トの皆様に、楽しみながらお身体を動ア〕`して頂けるよう、工夫しながら継続して行つて参り

ます。                                       (通 所 :紫藤 )

】ムh

ゲスト便り
, 今回 |よ通所こ利用者の友田八ツ子様よりお言葉を頂戴致 しまし

た。元気に通所しておられる姿が印象的な友田様ですが、なんと90
歳に到達しておられます !健康を維持しているの |よ他ゲス ト様へも

刺激となることでしょう。これからも私達をよろしくお願い致し志

す !                     (通 所 :岩崎)

「若い頃から55歳まで農業に携わつて参りました。しア〕`し、足の
と痺れが出現した為病院受診したところ、先生にサンライズヒルを勧
Iめ

られたのです。それ以来サンライズヒルに|よ 4年もお世話になつ

ております。近所の友達と一緒に、習字 ・花生け 。手芸 ・寺子屋

(勉強会)等に参加し、楽しく 1日 を過こしております。
.最

近 |よ 要介護認定を受け、担当の村岡先生と一緒にり八ビリを頑

:張つております。中でもお気に入り|よ 歩行訓練と電気治療です。通

所の皆さん|よ良い人ばア〕`りで、簿固喜んで来ています。目標 |よ 元気
十で怪我無く過こす事…それだけで充分です。
( 最後に家族へ。私のすることに何も□出しせすに、見守つていてく

通所ゲス ト 友田八ツ子様

れて有難う。お嫁さんに|よ本当に感謝しています。 8人の賑やかな家族に囲まれて、私|よ幸せです。これ
からも宜しくお願い致し漱す。」

ミュ長乃  サプうAズヒブジ




