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ハイライト: 

山崎事務長が人事異動

で勝田病院から去ること

になり、10/6に歓送迎

会が行われました。広

報誌の校正の際、随所

にご指摘いただき、大変

感謝しております。 

今後は中村新事務長にご

指摘いただきながら、広

報誌を作成して参りま

す。 
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 九月も半ばになり、秋の気配も感

じるようになった頃、介護老人保健

施設勝田の敬老会が行われま

した。ボランティアで『マハナタ

ヒチダンサー』の１１名のダン

サーたちに来所いただきまし

た。職員の事務の樫村五月と

介護の小澤チャリスマの二人も

参加し一緒に踊りましたが利用

者の方は気づかなかったかもし

れません(笑)。前半は少し激し

いダンス、後半はゆっくりとした

ダンスと、とても素晴らしく感動

しました。利用者も大声援でみ

なさんニコニコでした。プレゼン

トは一人一人に風船に手作りの

花のついたものを渡し、家族の

方にもさしあげ喜んでくれてい

た様子でした。９月の誕生日者

には、手作りの牛乳パックの再

生紙にメッセージ、押し花のつ

いたカードをプレゼントしました。

最後は皆で記念撮影 

1月 - 

良い年になります

ように！ 

12月 クリスマス会 

恒例のクリスマス

会です。 

11月 秋の花植え 

花壇の植え替えを

行います。 

今後の行事予定 

最後にはデザートのイチゴのムースを

食べ、満足そうでした。 
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学生アルバイトを受け入れいています 
 介護老人保健施設勝田では、昨今の介

護従事者不足に伴い、学生アルバイトを受

け入れております。 

 施設に入所されているご利用者様と過ご

すことで、介護という仕事に向き合うキッカケ

作りとなれば幸いです。 

皆さんと働ける日を楽しみにしております。 

 今年は、大阪府にて大会が開催され、大勢の

前で発表させていただく貴重な機会をいただき感

謝しております。全国からいろいろな施設が集ま

る中で、さまざまな取り組みや、ケア等を学ぶ事

ができました。発表の事前準備を通して、他の職

種の方と話す機会が増え、普段でも話せるように

なりました。また、多職種の連携や、情報の共有

時 間 9：00～18：00（勤務日相談可） 

時 給 ７６０円 

仕事内容 ご利用者様の話し相手、その他 

がとても大切だと感じました。医事課業務では、請求

関係を担当しており、利用者様と接する機会が少な

いですが、他のスタッフのサポートや学ぶ姿勢を大切

にし、日々の業務に励んでいきたいです。 

（文章/樫村） 

荘司 直史 

 今年の６月から介護老人保健施設勝田5Fフロ

アで介護福祉士として働かせていただいていま

す。 

 介護の仕事は９年やっていたのですが、新しい

職場では仕事の流れもやり方も違うため、慣れる

のに精一杯です。しかし共に働く職員様や利用

者様が優しく受け入れていただけたので、現在も

辞めることなく続けて働けています。 

 今年受験する介護支援専門員の試験勉強も行っ

ているので大変ですが充実した日々を送っています。  

 不慣れな部分もありご迷惑をおかけすると思います

が、今後ともよろしくお願いいたします。 

ひたちなか祭りの一幕。 

参加賞をいただきました。 
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 今年もインフルエンザの季節が到来しました。9

月に入って茨城県内でインフルエンザの患者が

見られるようになりました。 

 全国で見た定点指数は0.05となっており、この

指数が1.0を超えると、インフルエンザの全国的

な流行入りと見なされます。９月初旬の段階で

 地域包括ケアシステム構築推進が

叫ばれる昨今、旧来の受け身な体勢

では埋没し、地域での立ち位置を無く

してしまうと考えた時に「私達の施設

はどれだけ地域の方々に認知して頂

いているのだろう。」とういう疑問が浮

かびました。 

「私達の存在をしってもらいたい。」手

段を模索している中で、ひたちなか祭

皆で参加しました！ 

り内でダンスパレードがあることを知りま

した。私達の勤務体形で練習を行うの

は困難でしたが限られた期間の中で練

習を重ね皆笑顔でおどりきることができ

ました。 

 暑さと疲労の中折れそうな気持を繋

ぐ事ができたのは沿道からの応援が

あったからです。あの応援を聞いたとき

私たちは地域の中での存在を得ること

ができたと感じました。（文章/海老澤） 

はまだ患者数が散見されるレベルであり、流行には至って

いないのがわかります。 

 予想としては昨年同様、2016年の冬もA香港型

（AH3N2亜型）とA-H1N1 2009型、Ｂ型が流行すると予

想されています。 ９月になり、早くも「東京都・茨城県・千

葉県・佐賀県」において学級閉鎖が起こっています。 

黒川 カ子
か ね

さん  

お誕生日会 

 11月25日(金) 黒川カ子さんの１００歳のお誕

生日会が開催されました。当施設で記念の日を

迎えられたことは大変ありがたく思います。職員

もお祝いのを述べ、一緒に記念撮影をさせてい

ただきました。ご本人にも笑顔が見られました。

今後も、いつまでもお元気で過ごせるよう職員一

同、精一杯お世話させていただきます。 

祝 
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ホームページもご覧く

ださい。 

http://urakawakai.com 

茨城県ひたちなか市中根5125-2 
 

電話: 029（276）3111（代） 

FAX: 029（274）7702 

～介護看護部理念～ 

地域から信頼される

看護・介護の提供 

介護老人保健施設勝田 

 採用職種 介護福祉士 

賞与  年2回  
 人数 5名 

初任給 基本給 169,000円 昇給 年1回 4月 

  （経験により優遇） 勤務時間 日勤 午前9：00～午後6：00 

 通勤手当 有(上限50,000円）  夜勤 午後5：30～翌午前9：30 

住宅手当 15,000円  2交代制 ※早番、遅番あり 

夜勤手当 有（1回 7000円）   

介護手当 有 休日 年間120日(1ヶ月平均10日) 

合計(税込み) 184,000円(別途支給有）～ ※軽井沢・那須・山中湖 保養所完備 

募 集 内 案 

１０月 

 １日 斎藤 和男（８４歳） 

 ３日 菅谷 イセ（８８歳） 

 ４日 芳賀 登 （９１歳） 

１５日 芳賀 清次（９０歳） 

１８日 平澤 軍治（７９歳） 

 

１１月 

 ３日 石塚 テル子（８３歳） 

１１日 稲田 登美子（８１歳） 

２０日 磯崎 よし子（９６歳） 

２１日 黒澤 のぶ（９３歳） 

２１日 鈴木 タマイ（８２歳） 

２５日 黒川 カ子（100歳） 

２７日 藤咲 澄子（８７歳） 

 

１２月 

 ２日 石井 重雄（６６歳） 

 ４日 柳橋 ちよ（９３歳） 

 ７日 栗田 サト（９８歳） 

 ８日 菅谷 俊夫（８０歳） 

 ８日 小泉 八重子（９６歳） 

１０日 吉川 きよ子（８９歳） 

 

 

 

 

 

２８日 有島 喜代子（９６歳） 

３０日 小林 国造（７５歳） 

 

 

 

 

 

２７日 木内 冨美子（８６歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４日 糸賀 光江（７１歳） 

１６日 海老根 トミ（９５歳） 

１７日 諸澤 克彦（８７歳） 

２０日 山田 シモ（９８歳） 

２５日 黒澤 信也（７６歳） 

２７日 佐久間 良助（108歳） 


