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【社会福祉法人 楽久園会】 
・養護老人ホーム楽久園         ・デイサービスセンターきじの荘 
・特別養護老人ホームゆりの荘            ・在宅介護支援センター 
・特別養護老人ホームゆりの荘(地域密着型) ・居宅介護支援事業所 
・軽費老人ホーム（ケアハウス）ゆりの荘       ・ゆりの荘訪問介護事業所 
・グループホームこぶしの里         ・短期入所生活介護(ショートステイ) 
・小規模多機能ホーム悠久の里            ・小規模保育事業ちびっこランドらくえん 
・幼保連携型認定こども園 キッズランドやちよ（八千代区仕出原353） 
・小規模多機能ホーム清爽の里  グループホームほのぼの園（中区中村町377-1） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★景品：応募者の中から抽選で 5名様に QUOカード 1000円分をプレゼント🎁！ 

★応募方法：はがきに「氏名」「郵便番号・住所」「クイズの答え①～③」と 

よければ「楽久園会だより」へのご意見ご感想を添えて、楽久園会までお送りください。 

★〆切：毎月 20日(消印有効) 
※当選者発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。               

 

👆答えは次回の楽久園会だよりで発表いたします。            

★315号 答え↓ 

 今月のおすすめさんはゆりの荘の宮崎さんです！                      

【今月のおすすめ】喫茶店「キャロットハウス」 

                ＠西脇市野村町 1127 

今回ご紹介させて頂くのは、西脇市にある喫茶店「キャロットハ

ウス」です。カウンター席とテーブル席があり、窓からは木々の緑

が見え、落ち着いた雰囲気のお店です。お店の方の対応もとても丁

寧で温かく、のんびりと心地よく過ごすことができます。食事もデ

ザートもメニューはいろいろありますが、私のお薦めはアスパラと

ベーコンのパスタです。量も多く、とても満足できます。友だちお

すすめのレモンジュースもほんのり甘くて美味しいです。これから

の寒い季節には、熱々のドリアやアーモンドオーレも良いかも知れ

ません。友だちと楽しくお喋りしたい時、一人でゆっくり過ごした

い時‥ちょっと立ち寄ってみられてはいかがでしょうか。 

 

       次回のおすすめさん➡管理栄養士 森下さん 

《編集後記   》 
 あけましておめでとうございます！ 

２０２３年で楽久園会は４０周年を迎えます。様々な施設があると、

どこかで電化製品が動かなくなったり、水道が水漏れしたり、家具

が故障したりと不備が出てきます。毎週どこかで修理依頼の電話

があります。昨年はいろんなところを修理して、修理技術が少し上

がりました。利用者様が快適に過ごせるように、 

また職員が働きやすいように施設を維持して 

いきたいと思います。 

本年も何卒よろしくお願いいたします。   上野 

法人本部 
「 人に寄り添って 」  

新年あけましておめでとうございます。 

日頃より、社会福祉法人楽久園会の運営に対しご支援を賜り心よりお礼申しあげます。 

コロナ禍の中ではありますが、当法人も皆様方のお力添えをもちまして、無事に新春を迎えることができました。 

昨年は特別養護老人ホームゆりの荘の改築が完了し、昨年 5月初めに利用者の皆さんの引っ越しも済み、建て替えられた新しい施

設で新年を迎えておられます。 

今年は、コロナの感染拡大が落ち着き、アフターコロナの中で落ち着いて仕事ができることを祈っております。 

 

 

 ひとを想い、 ひとを大切にし、 ひとに寄り添って、 

 すべてのひとの幸せへと繋げていけるように、心をこめて 

 

 

いい仕事であっても心がこもっていなければならない。一つ一つ、 

一回ごとの仕事を、心を込めて丁寧に、今年はそんな気持ちで仕事に 

取り組んでいきたいと考えます。 

この新しい年が皆様にとってよき年になりますよう心より祈念いたします。 

これからも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

理事長兼施設長 上野 仁久 

養護老人ホーム 楽久園 
新年のお慶びを申し上げます。 

昨年、サッカーワールドカップ・カタール大会における日本代表の活躍にワクワクと心が躍りました。選手はもちろんですが、スタッ

フ、サポーター、テレビの前で試合を観ている人たちなど全ての力を合わせて強豪のドイツやスペインに勝利したこと、クロアチアと競

い合ったことに、勇気と感動をもらい励まされました。  

楽久園では毎年、施設へ入居者の方を受け入れています。特に新たに入居された方は、入居前の暮らしとは環境が異なるために

戸惑いや不安を感じられることがあると思われます。私たち職員は、施設に関わりのあるそれぞれの方が安心できる居心地の良い

「居場所」をつくっていきたいと考えています。職員が連携し、それぞれの専門性を駆使してサポートして参ります。 

サッカー日本代表が日本国民を一つにして、強い相手と対戦したように、私たち職員も、入居者の方を中心にして、関係者、関係機

関とともに一体となって、難しい課題へと挑戦する所存であります。本年もよろしくお願い申し上げます。 

生活相談員 矢野 龍太 

～正職員、パート職員～ 
 

★採用特設ページ 

公開中！ 

今すぐチェック！⇒ 
※お電話でも 

お待ちしております！↓ 

file://///LANDISK-RAKUEN/disk/16寺井/楽久園会だより/270/　%20http:/www.rakuenkai.or.jp
mailto:info@rakuenkai.or.jp
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グループホーム こぶしの里 
新しい年が明けました。おめでとうございます。 

グループホームこぶしの里では、普通に当たり前に生活されていたことを、ひとりひ

とりの思いに寄り添いながら、その方らしく安心して過ごして頂けるように、日々試

行錯誤しながら支援しています。 

洗濯物たたみや食事の準備後片付けなど、 

みなさんが何かの役割を持って頂くことで、 

家庭の日常生活により近づけられ、意欲を 

持って楽しんで頂けたらと思います。食べる 

ことが一番の楽しみです。一緒にご馳走を 

つくる料理教室では、すばらしい包丁さばき 

を披露してくださいます。下拵えや盛り付け 

なども、色々な知恵を教えて頂きながら楽しい時間を 

一緒に過ごしています。また、カレンダー作りや四季を 

感じて頂くレクリエーションを行っています。これからも、 

ご家族に相談協力して頂きながら、慣れ親しんだ地域 

で安心して過ごして頂けるように、一緒に思い出づくり 

をしていきます。           管理者 小林 尚人 

小規模多機能ホーム 清爽の里 
『楽しいことにチャレンジ！』 

今年は、ご家族様も来ていただいて清爽の里でささやかな「敬老会」を開催

したいと思っています。当日は、一緒に昼食も食べていただき、職員の拙い芸の

披露も考えていますので、楽しみにしていただけたらと思っています。また、外出

する機会をもう少し増やすとともに、楽しい企画も考えていきたいと思っていま

す。今年も利用者様の笑顔がたくさん見られるよう、職員一同頑張っていきたい

と思っていますので、宜しくお願いいたします。          管理者 原 幸次 

デイサービスセンター きじの荘 
あけましておめでとうございます。 

新年を清々しい気持ちでお迎えのことと思います。昨年は理学療法士による機能訓練を開始し、身体機能維持・向上のためのメニューが増えました。“足の動き

がスムーズになった”“背中が伸びた”など、喜びの声を多数お聞きしました。今年も皆様に満足していただけるよう、“楽しい” “うれしい” “ためになる” 内容を

取り組んでいきたいと思います。日常の在宅生活を安心してお過ごしいただけるよう、コロナ感染防止対策をしっかり取りながら、今年も皆様と共に一年を歩ませて

いただきたいと思います。今年一年も良い年になりますように。    センター長 宮脇 明人 

幼保連携型認定こども園 キッズランドやちよ 
自然豊かな恵まれた環境の中で、子ども達は毎日伸び伸びと体を動かし、元気いっぱい遊んでいます。友達とかかわりながら、自分の好きな遊びに夢中になって

取り組む姿は、どの子も生き生きとしていて、見ている私達もとても幸せな気持ちになります。 

遊びの中で、子ども達の発見があったり、工夫が見られたり、友達を思いやる優しい心が芽生えたりと、日々成長しているように感じられます。職員一同、これから

も子ども達の思いにしっかりと寄り添い、一人ひとりを大切にした保育に努めて参りたいと思います。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。     副園長 市位 幸子  

グループホーム ほのぼの園 
新年あけましておめでとうございます。 

コロナ流行からもう 3年が経ち、向き合い方も随分と変わってきました。ほの

ぼの園では新しい取り組みとして、みんなで花壇づくりをしました。天候が良け

れば花壇を見ながらベランダでコーヒーを楽しんでいます。今年はコロナを理由

に閉じこもるのではなく、出来ることから楽しみを増やしております。幸いにも、ほ

のぼの園の職員は野菜や花づくり、プロ顔負けの歌声、折り紙や料理、日曜大

工など芸達者な職員で構成され、笑いの絶えない施設です。毎日毎日、職員も

知恵を出して、時には失敗して、それでも頑張っております。これからもグループ

ホームらしく、「ちいさなうれしいこと」を職員、入居者様一緒になって見つけてい

きたいです。どうか、ほのぼの園の 5年目をあたたかく見守りください。  

管理者 橋詰 康宏 

特別養護老人ホーム ゆりの荘 
ゆりの荘は、昨年度から新築の建物に引っ越し、新しい建物での生活が始まりました。そして、間もなく正面玄関前の駐車スペース等の残っていた工事も完了し

ます。新しいゆりの荘には、最新の設備が導入され、利用者の皆様には、よりいっそう充実したサービスを提供できる体制が整いました。 

介護者一同、この新しい設備を十全に活用しながら、入居しておられる利用者の生活が、よりいっそう充実したものとなり、心から穏やかに、安心した毎日を過ごし

ていただけるよう、より質の高い介護を目指していきたいと思います。   介護主任 上月 博文 

訪問介護事業所 
昨年末より IT化ということで、ひとり１台のスマホ型タブレットを導入して頂き

ました。しかし思うように使いこなせず毎日奮闘しております。利用者の皆様には、

そのタブレットにサインをいただいているのですが、紙に書くのとは全く違う感覚の

作業となります。なかなかうまくいかない時もあり、ご迷惑をお掛けし一緒に奮闘し

て頂いております。本年は利用者様のサイン 

の上達に負けないように操作を習得したい 

と思います。利用者様に少しでも不安なく 

生活して頂き、ご家族様に少しでも安心 

して見守って頂けるように訪問させて頂き 

たいと思います。本年もよろしくお願い申し 

上げます。  

サービス提供責任者  近藤 加奈子 

特別養護老人ホーム(地域密着型) ゆりの荘 
あけましておめでとうございます。昨年も引き続き制限のある生活でした

が、皆様にご協力いただき新年を迎えることが出来ました。 

今年も利用者の皆様に穏やかに過ごしていただけるよう日々の関わりを工

夫し、可能であれば気分転換になるようドライブ等計画したいと思っていま

す。これからも利用者の皆様お一人お一人の気持ちに寄り添い、皆様が安

心した笑顔のある生活を送っていただけるよう、職員一同チーム一丸となっ

て支援に努めていきたいと思います。介護副主任 小梅 真 

小規模多機能ホーム 悠久の里 
新年あけましておめでとうございます。 

2023年は「癸（みずのと）卯（う）年」です。兎は穏やかで温厚な性質であるこ

とから、「家内安全」。また、その跳躍する姿から「飛躍」、「向上」を象徴するものと

して親しまれてきました。他にも「植物の成長」と 

いう意味もあり、新しいことに挑戦するのに最適な 

年と言われています。悠久の里でも新しいことに 

どんどん挑戦し、利用者様と一緒に成長出来る 

一年となれるよう頑張って行きたいと思っています。 

 本年も宜しくお願い致します。          

管理者 井上 亜希子 

ケアハウス ゆりの荘 
私たちは、日常生活を営む上で様々な支援を必要とする人々と、意思決

定の共有と小さな成功体験を集積することで、個人の自立領域を優しく見

守り尊重したい。周囲との関係性がもつ人となり同士のつながりを軽視する

ことなく、適切な介護支援を更新し続ける成長過程は社会福祉及び介護業

界で働く醍醐味であり、ケア環境を個人に合わせた形に融合できるかどう

か業務意識を集中したい。個人の傍で存在が許される御家族やケア人材も

環境要因の一つですが、御本人の性格、仕事の歴史、興味関心、精神心理

状態等にも配慮できるセンスを自他共に研鑽したい。ケアサービスの品質

が画一的なワンパターンにならないように、職員一人一人が心身の健康状

態を保てる介護現場に向けて、法人理念に基づくチームワークを日々実践し

たい。令和５年を迎えるにあたり、皆様の笑顔あふれる瞬間を御祈念し、本

年も宜しくお願い申し上げます。      

生活相談員 藤原 貴志 

居宅介護支援事業所 
新年明けましておめでとうございます。年を重ねると心身の状況の変化に

より様々な困りごとが出てくると思います。私達、ケアマネジャー(介護支援専

門員)は支援が必要となられたご利用者様、介護者様のご意向をお聞きし、

ご自宅での生活が少しでも不安なくお過ごしいただけるよう介護保険 

サービスを主として様々なご提案、計画作成、調整といった仕事をさせて頂

いています。また、在宅介護支援センター 

としての機能も合わせ持ち、一人暮らしの 

方や高齢者二人世帯の訪問も行ってい 

ます。今年もコロナに負けず、ウサギのよ 

うに跳ねて元気に皆様のお役に立ちたい 

と思っています。本年も宜しくお願い致し 

ます。 

主任介護支援専門員   元井 モモ子 

 

 

厨房 
【人に良い】と書いて食。 

私達にとって食とは、人に良い食事を提供する事だと思います。 

「心や体に良いもの」を、今年はみんなで 

つくって皆様に「にこにこ」して頂きたいと 

思っています。                

管理栄養士 多方 真知子 

 

保育所 ちびっこランドらくえん 
ちびっこランドの最近の傾向として、低年齢児が多いです。歩けなかった児が

歩けるようになり、友だちを求めるようになり、様々なものに興味を示し、成長し

ていく姿は、保護者とともに、私たち保育者にとっても喜びであります。 

ところが年々の少子化により、園児数が減少気味です。地域の子育て支援の

場として存続していくために、一人でも多くの方が、入園して下さる事をお持ちし

ています。伸び伸びと遊ぶ子ども 

たちの笑顔がまぶしいちびっこ 

ランドでは、１カ月１回のお出かけ 

や、四季折々の散歩、身体を通して 

の保育を信条としています。 

保育者との密接なかかわりも、 

信頼関係を築くものと自負して 

います。       

管理者 青山 眞澄 


