
最優秀賞

ともいき福祉会では、毎年、他の模範
として推奨すべき職員の表彰を実施

しています。
平成30年度は次の職員の皆さんに対
して3月28日に表彰を行ないました。
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平成31年 1月 1日～平成31年 4月 30日

職員一同頑張りますので宜しくお願いします。新 入 職 員 紹 介

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました
ボランティアありがとう

善意ありがとう

舟橋　美佐
一般社団法人きれいや総研
移動美容室「ひまわり」
株式会社HSホールディングス
プラス
まちネット大口おりひめ
みそら訪問美容室
理容「アダムス」

生活相談員
江口　雅朗

介護士 
今井　八重美

掃除と衛生

看護師 
荒川　陽子

利用者本位

事務員 
浅野　由加里

正確な挨拶

介護士

永井　有美

丁寧な処遇

介護士 
村田　莉加子

研修・研鑽

努 力 賞努 力 賞

優 秀 賞

介護士
松波　克哉

介護支援専門員
下野　学

介護士
浅井　峻記

努 力 賞

介護士
小野木　淳司

社会福祉法人サン・ビジョン 養護老人ホームサンライフむつみ
社会福祉法人春生会 養護老人ホームしょうなあさひが丘
社会医療法人志聖会   総合犬山中央病院
医療法人桜桂会犬山病院
株式会社中京銀行
株式会社名古屋銀行　　
株式会社大垣共立銀行
いちい信用金庫
小野電産業株式会社
株式会社アーキリム総合設計
株式会社いずみ
株式会社きれいや
株式会社木村屋
株式会社クリニコ
株式会社ケーアイ・オフィス・サプライ
株式会社五月商店
株式会社シンエイアクト

株式会社ジャパンビバレッジセントラル小牧支店
株式会社ともいき
株式会社名古屋ベビーサービス社
株式会社ナカノフドー建設 名古屋支社
株式会社ニーノコーポレーション
カリモク家具株式会社
キューコーポレーション株式会社
酒井医療株式会社 名古屋営業所
総務システムサービス株式会社
大成温調株式会社 名古屋支店
東邦液化ガス株式会社 名古屋支店
トヨセット株式会社
名古屋トヨペット株式会社
パラマウントベッド株式会社
平岩器械株式会社
飛騨産業株式会社
フランスベッド株式会社

勝建設株式会社
名鉄協商株式会社
山本サプライ有限会社
ワタキューセイモア株式会社 名古屋支店
有限会社千竹地所
合同会社長瀨設計
社会保険労務士法人O'Z
土地家屋調査士・行政書士　池山事務所
齊木会計事務所
大島　隆俊
犬山傾聴ボランティアの会
岡崎電気工事
鈴広会
柴田　まゆみ
愛知県介護福祉会
認知症実践者研修センター愛知県社会福祉施設協議会福祉部

犬山商工会議所
愛知県老人福祉施設協議会
尾張部老人ホーム施設長連絡会
一般社団法人犬山扶桑歯科医師会
社会福祉法人犬山市社会福祉協議会池野支部
社会福祉法人愛知慈恵会　養護老人ホーム新和楽荘

介護士
河邉 拓実

用務員
高橋 絹代

介護士
稲垣 真由美

介護士
面手 勝仁

介護士
加藤 政臣

介護士
木原 裕依

介護士
桂 佑太

社会福祉士
長洞 有佳子

介護士
水野 佑眞

保育士
後藤 香

介護士
西方 沙雪

保育士
丹羽 真巳

介護士
藤本 幸宏

保育士
都馬 路江

平成31年4月1日（月）
養護老人ホームぬく森及び保育所ぬく森が開所しました。
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　平成31年2月18日（月）、春まだ浅く伊吹おろしが吹く中、大縣神社神主様をお迎えして、養護老人ホームぬく森の竣工式を執
り行いました。関係者の皆様や地域の皆様に、無事に披露できましたこと、ここに御礼申し上げます。
　また、近隣住民の皆様には、長期の工事によりご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げますとともに、ご協力頂きまし
て誠にありがとうございました。
　平成31年4月1日より企業主導型保育所ぬく森も同時オープンすることができ、可愛らしい声が保育所から聞こえております。
　職員一同、地域福祉ニーズに対し貢献ができるよう、より一層頑張ってまいりますので宜しくお願い申し上げます。

ご来賓の皆様より
お言葉を頂戴致しました

感謝状

発表の後は、開放感がすごかったです。
とても緊張しましたが、本当に「あっ」
という間でした。発表者だけでの飲み
会の時は、発表も終わり仕事の話はし
ないかなと思ったら仕事の話で盛り上
がりました（笑）　　　　　　　　　A.M

私たちは、「Ａ様の快適な排泄ケアに向けた取り組み」という
テーマで、１人の利用者様の生活に着目し、快適な排泄ケアに向
けての取り組みや実践したことを発表しました。疾患や症状を
正しく理解することや本人の視点に立って心身の状況と生活環
境を理解することで様々な気付きを得ることができました。Ａ
様からの気付きを明日の力に変え、今後も職員一同、みなさんの
想いに寄り添ったケアができるよう取り組んでいきたいと思い
ます。

私たちは、「3年目の壁と求められるもの」というテーマで、後輩
が増えたことや役職についたことで3年目として抱えた様々な
悩みに対する取り組みについて発表しました。仕事に対する向
き合い方や指導方法に悩んでいましたが、目的や目標を持って
仕事に取り組むこと、相手の気持ちや考えを聞く余裕を持って
おくことなど、悩みの解決の糸口を見つけることができました。
今回の発表を通し多くのことを学ぶことができ、達成感ととも
にとてもいい経験をさせていただきました。

平成31年2月22日・23日と2日間にわたり、近隣住民の皆様、関係者の皆様をお迎えして内覧会を開催致しました。
内覧会に向けて、職員一同工夫を凝らし、準備を進めてまいりました。当日は多くの方にご見学頂き、各署をご紹
介させて頂きました。

内 覧 会

3月 9日 第18回気づきを築く
ユニットケア全国実践研究フォーラム

犬山市長
山田　拓郎

犬山商工会議所  会頭
日比野　良太郎

愛知県老人福祉施設協議会  会長
太田　二郎

株式会社中京銀行  頭取
永井　涼

犬山市議会  副議長
柴山　一生

愛知県議会議員
原　欣伸

特養ぬく森・第二チーム 特養ぬく森・新館チーム

打ち上げ二次会

関西学院大学
西宮上ヶ原キャンパス
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内 定 式

歓 迎 会

新卒者研修

入園式
保育
所ぬく森 平成31年3月31日、保育所ぬく森入園式を

執り行いました。入園されたおともだち、
おめでとうございます。

新たな仲間が２名増えました。
みんな緊張した面持ちでしたが、入園式後
には先生たちと仲良くあそびました。
泣いたり、笑ったり、楽しく先生たちと
一緒にみんなで大きくなりましょうね。
　今年１年よろしくお願いいたします。

学生生活の一大イベントである就職活動を終え、ぬく森グループ
（社会福祉法人ともいき福祉会・株式会社ともいき）を選んでくれた
学生のみなさんが、平成３０年１０月１３日に内定式を迎えまし
た。内定証書を授与し、その後オリエンテーションを経て、懇親会で
は木曽川鵜飼いを先輩職員と一緒に楽しみました。

　入職に備えて、先輩職員が講師役
を務める新卒者研修を１２月より
実施しました。期待と不安が入り混
じる中、約３ヶ月にわたり、自己研
鑽に励みました。社会人としても、
介護士としてもスタートラインに
立つ準備が整いました。

　新卒者研修の最終日、講師役の先輩職員たちを交え、歓
迎会と銘打った打ち上げを養護老人ホーム内集会室にて
行いました。４月よりぬく森グループ内の各施設にて介護
士として頑張っておりますので、施設内で見かけましたら
お気軽にお声がけください。
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申込先、問合先は デイサービスセンターぬく森の館
担　当：江口・髙木・桑原・村上
電　話：0568(65)0077　メール：day@tomoiki.or.jp

次回案内
開催日：6月 16日 ( 日 ) 午前 10時～11時 30分
内　容：創作活動（小物入れ）・認知症予防体操
申込み：電話またはメールでお申し込み下さい。

次回案内 地域の皆さんの参加をお待ちしております。

参加申込の受付は６月３日（月）10:00からとさせていただきます。

第51回ほっとカフェ倶楽部 第52回ほっとカフェ倶楽部

第53回ほっとカフェ倶楽部 第54回ほっとカフェ倶楽部

　嵐が2020年末をもって活動
休止を発表した1月。コンサー
トでタオルを振り回すかわり
に交流センターでタオル体操
を行いました。今回は、タオル
を首や頭に巻いて首のスト
レッチを行うなどユニークな
動きにみなさん笑顔で身体を
動かされていました。

倶楽部倶楽部通信

ぬくもりぬくもり6 7

日　時：1 月 20 日 ( 日 )
参加者：50 名

　即席麺の値上げが発表された2
月。断然インスタントより創作難
易度の高いひな飾りを作りまし
た。今回は「細い」「小さい」「カワ
イイ」部品がたくさんあったの
で、みなさん作るのも選ぶのも苦
労されていましたが、ステキなひ
な飾りが出来上がりました。

日　時：2 月 17 日 ( 日 )
参加者：39 名

　とあるニュースで、愛知県が
花粉症発症率都道府県ランキン
グで8位と発表された3月。花粉
症予防に良いのかは不明です
が、有酸素運動は朝活が良いと
いうことでリズム体操を行いま
した。音楽に合わせて身体を動
かし、基礎代謝をアップして健
康的な身体づくりを目指して頑
張りました。

日　時：3 月 17 日 ( 日 )
参加者：52 名

　新元号「令和」が発表されて
「令」なの？「令」はダメなの？と
世間がざわめいた4月。来月の
母の日にちなみカーネーション
づくりを行いました。花言葉『母
への愛』を表現するため、赤単色
のきれいな花をたくさん作りま
した。

日　時：4 月 21 日 ( 日 )
参加者： 39 名

TEL   ：056 8（65）0077 　

Email：day@tomoiki.or.jp
お問い合せ・お申込み  担当：江口・髙木・桑原・村上お問い合せ・お申込み  担当：江口・髙木・桑原・村上

地域交流センター場所

地域の皆様どなたでも
ご参加していただけます。人404040人人人定員

2月17日日時

特記事項特記事項

主催：城東地区高齢者あんしん相談センター主催：城東地区高齢者あんしん相談センター

10時～11時30分10時～11時30分

無料参加費

日

倶楽部倶楽部
第52回ご案内

認知症予防体操
認知症予防には人との交流が
大切とされています。
一緒に楽しく体操して
脳を活性化しましょう！

皆様のお越しをお待ちしております。

ひな飾り作り
今回の創作活動はひな飾り作りです。

かわいい飾りですので、
プレゼントにぴったり♪
かわいい作品を皆さんと
一緒に作りませんか。

TEL   ：056 8（65）0077 　

Email：day@tomoiki.or.jp
お問い合せ・お申込み  担当：江口・髙木・桑原・村上お問い合せ・お申込み  担当：江口・髙木・桑原・村上

地域交流センター場所

地域の皆様どなたでも
ご参加していただけます。人505050人人人定員

1月20日日時

特記事項特記事項

主催：城東地区高齢者あんしん相談センター主催：城東地区高齢者あんしん相談センター

10時～11時30分10時～11時30分

無料参加費

日

倶楽部倶楽部
第51回ご案内

タオル体操
タオルを使って、しっかりと体を動かします。
身体のコリをほぐして血流を良くしましょう！
皆様のお越しをお待ちしております。

歌声喫茶
昔なじみの歌謡曲をはじめ
いろいろな曲を選びました。
昔を思い出しながら歌って、
楽しい時間を過ごしましょう！

TEL   ：056 8（65）0077 　

Email：day@tomoiki.or.jp
お問い合せ・お申込み  担当：江口・髙木・桑原・村上お問い合せ・お申込み  担当：江口・髙木・桑原・村上

地域交流センター場所

地域の皆様どなたでも
ご参加していただけます。人505050人人人定員

3月17日日時

特記事項特記事項

主催：城東地区高齢者あんしん相談センター主催：城東地区高齢者あんしん相談センター

10時～11時30分10時～11時30分

無料参加費

日

倶楽部倶楽部
第53回ご案内

一度は聴いたことがある！？
懐かしい歌謡曲を選びました。
当時のできごとを思い出しながら、
楽しい時間を過ごしましょう！

誰もが知っている！？
音楽に合わせながら全身を動かす、
有酸素運動の要素が入った体操です。
皆様のお越しをお待ちしております。

歌声喫茶 リズム体操

TEL   ：056 8（65）0077 　

Email：day@tomoiki.or.jp
お問い合せ・お申込み  担当：江口・髙木・桑原・村上お問い合せ・お申込み  担当：江口・髙木・桑原・村上

地域交流センター場所

地域の皆様どなたでも
ご参加していただけます。人404040人人人定員

4月21日日時

特記事項特記事項

主催：城東地区高齢者あんしん相談センター主催：城東地区高齢者あんしん相談センター

10時～11時30分10時～11時30分

無料参加費

日

倶楽部倶楽部
第54回ご案内

今回の創作活動はカーネーション作りです。
綺麗な花束をつくりますので、お部屋に飾ってもいいですし、プレゼントにもぴったり。

皆さんと一緒に世界に一つだけの花束を作りませんか。

2つの動作を同時にすることにより、
脳の活性化が図れて楽しく出来る体操です。

皆さんと一緒に脳を活性化する体操にチャレンジしませんか？
皆様のお越しをお待ちしております。

ぬ く 森 だ よ り 4月3月2月1月

冬の間お休みしていたラジオ体操を再開し
ました。みなさん、ラジオ体操の再開を心
待ちにされていたようで、「待ってました！」
「動かないと体がなまるね。」と、一生懸命
に体を動かされていました。ス
タンプカードも新しくなり、ス
タンプを集めるのも楽しみの一
つとなっているようです。

特養ぬく森・第二
ラジオ体操再開
場所：特養ぬく森・第二

4月
20日

ぬく森・第二へおでかけして、
ちょっと早めの五月人形を見に
行きました。五月人形を見ても
泣かなかったのですが、手作り
のかぶとがイヤでイヤで（笑）
早く帽子に慣れてね♪

保育所 ぬく森
早めの五月人形
場所：特養ぬく森・第二

1月
9日

毎年恒例！初詣でお参りをし
た後は、今年最初の運試しのお
みくじを後は引きました。
「やったぁ！大吉！」「・・・末吉
かぁ」とみなさんで見せ合いま
した。おみくじ以上に良いこと
が起こりますように。

ケアハウスハートフル
初詣
場所：成田山

各ユニットで 1 年間取り組ん
できた取り組みを発表しまし
た。発表に向けて原稿作成を
したり、パワーポイントを作
成したり一生懸命準備してき
ました。どのユニットもとて
も素敵な発表でした。来年度
も素敵なユニット作り頑張っ
ていきます！！

特養ぬく森・本館・新館・第二
ユニット発表
場所：特養ぬく森・本館・新館・第二

3月 特養ぬく森・新館特養ぬく森・新館
書道クラブ
場所：特養ぬく森・新館

3月
30日

もうすぐ元号が変わるという
ことで色紙に『平成』の文字を
書きました。春らしく桜の模
様も添えて✿むかし書道をさ
れていた方も多く、ステキな
『平成』を書かれていました。

2月
19日

クラブ活動として　染物倶楽部を
開催！今回はタペストリー作りに
挑戦しました。お好きな模様に専
用の染粉を使用し、みなさん真剣
に色付けされていました。悪戦苦
闘されていましたが、ステキな作
品が出来ました。

デイサービスセンター ぬく森
染物倶楽部
場所：デイサービスセンターぬく森の館

新年の恒例行事となりまし
た、初釜を行いました。職員
が本格的なお抹茶をたてさ
せていただきました。お茶と
茶菓子に舌鼓を打ち、楽しい
初釜となりました。

デイサービスセンター ぬく森
初釜
場所：デイサービスセンターぬく森の館

1月
9日

2月
21日

ちょっと遅れてハッピーバレンタイン
♥ということで、2階フロアでケーキバ
イキングを行いました。イチゴやチョコ
などのケーキを用意して、みなさんの好
きなケーキを選んでいただきました。久
しぶりのケーキにみなさん笑顔が溢れ
ました。今度はどんなケーキを用意しよ
うかな？

特養ぬく森・本館
一足遅れてバレンタイン♥
場所：特養ぬく森・本館

4月
3日
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