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鳥取市なごみ苑の 心なごむ ふれあいをお届け
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養護老人ホーム
鳥取市なごみ苑

特集

平成30年度　新任職員 紹介（前編）

平成30年４月より、なごみ苑では、６名の新任職員が活躍しています。今回は前編として、山崎剛（やまさき　ごう）さん、
茶家大輝（ちゃけ　だいき）さん、坂本浩之（さかもと　ひろゆき）さんの３名の方に色々なテーマに基づいて、自身の考えや思
いを聞いてみましたので紹介したいと思います。

仕事で大事にしていること
考え方
　考え方しだいで物事の捉え方が変わる。

なぜ？と思うこと
　物事の本質を知ることができる。

人としての関わり・つながり
　人を相手にする仕事なので、一番基本となること。
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今、これからチャレンジしたいこと
ダイエット！
　最近メタボ傾向。

時間を大切に生きる　　
　最近時間の経過をとても早く感じる。

カレー作り・スパイス作り
　キャンプ・DIYが好きで、最初から作ってみたい。

山崎　　剛
(係長兼 生活相談員) (主任生活相談員)(介護主任)

好きな場所
実家
　落ち着く。

山・海　　
　魚の気配がする。（釣り大好き！）

海・山陰海岸
　サーフィン、SUP(スタンドアップパドルボード)、
　キャンプや写真撮影ができる、身近で大事にした
　い場所。

茶家　大輝 　坂本　浩之

“未来” で連想すること
ドラえもん
　子供の頃の影響が強すぎる？

空飛ぶ車
　刷り込まれたイメージ？

人工知能（AI）
　ニュースでも話題で、福祉の世界でも活用される
  と思う。

あなたにとって、“なごみ苑” とは
成長の場
　何事にもチャレンジできる、職場風土である。

明るい職場　
　スタッフが元気。

自分の居場所を作ってくれる
　必要とし、必要とされることで、自分の存在が認
　められる場所。

今回の表紙

　鳥取市が取り組んでいるキャンペーン「すごい！鳥取市ワーホリ！」では、都会の
方に鳥取の魅力を体験していただき、将来の移住先として考えるきっかを作ろうと、
体験者を募集するPRポスターなどを作成しました。なごみ苑(鳥取福祉会)では、PR
ポスターや体験者の受入先として協力しています。
　ポスターでは、都会と違い、自然豊かな環境の中にある福祉施設で暮
らす方や、働く方が元気でイキイキ過ごせる場であることをPR。
●写真は9月1日(土）、東京の吉祥寺駅でのPR活動の様子。
   詳しくは、鳥取市のホームページに掲載されています。

●なごみ苑の概要

●交通アクセス

・入所定員 96名（内、短期入所６名）
・職員数 27名
・事業内容 ■養護老人ホーム
 ■外部サービス利用型(介護予防)特定施設
  入居者生活介護事業
 ■生活管理指導短期宿泊事業

   平成30年９月１日現在

JR鳥取駅から、
    ■市立病院行きバスで約10分、
       市立病院下車、徒歩3分
    ■タクシーで約7分

ごうやまさき ちゃけ だいきさかもと ひろゆき

※残り３名：川口弥文（かわぐち　みつひさ）さん、川崎浩一（か

わさき　こういち）さん、坂口朱美（さかぐち　あけみ）さんの紹

介は、次号（冬頃発行）で掲載予定です。

「すごい！鳥取市ワーホリ！」 キャンペーン　by 吉祥寺
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なごみアルバム

鳥取しゃんしゃん祭り
８月14日（火）

しゃんしゃん祭に参加しました!
過去最高、約4,300名の踊り
子さんが参加。
「鳥取福祉会連」の総勢39
人の踊り子の中で、なごみ苑
からは、山本さん、桃実さん
が、参加し、日野さんが先導
員として参加しました。

お祭り

鳥取砂丘砂の美術館
５月21日（月）

車でお出かけ、砂の美術館へ!
砂だけでできている幻想的な
作品と、帰り道の海岸線の美
しさに、一同感動。
北欧をテーマに開催中の砂の
美術館、おススメです！

ドライブ

華道・書道・笑顔・いちょう
毎月

盛んなクラブ活動！
クラブ活動への参加者も多
く、苑内には、作品や活動状
況を掲示しています。
自発的な意思で「学び・学習
活動」に取り組む、生涯学習
を実践しています！
協力：
華道 大前先生、書道 山本先生
笑顔 池本先生、いちょう 山崎先生

クラブ活動

ハンド・マッサージ
毎月

プロによるマッサージは、女
性に大人気！
手がスベスベで、血行も良く
なり、食が進む！と、とても
好評です。
マッサージ中は会話もはずみ、
心身ともにリフレッシュ！
協力：POLA THE BEAUTY鳥取叶店

ボランティア

苑内イベント・行事
毎月

グループでイベントを開催！
苑内の、「松・竹・梅・寿」
の４つの居住エリアごとに、
工夫を凝らした取り組みを行
い、親睦を深めています。
イベント終了後は、意見・要
望を話し合う座談会も開催。

取組み

園児との交流会
５月・６月・７月上旬

園児とのふれあい！
園児達と歌ったり、踊ったり、
楽しいふれあいがたくさん！
元気いっぱいの園児から、い
つもたくさんのパワーをもら
っています！
写真上：第四幼稚園
写真下：松保保育園

交流会

赤ちゃん先生プロジェクト
毎月

３歳未満児とふれあい、笑顔
と命の尊さを実感！
子育て中の母親が、ママ講師
として赤ちゃんとペアで「命
の尊さ」を伝える取組み。
手遊びなど一緒に触れ合うこ
とで、普段は無表情の方でも
ぱっと笑顔になります。
協力：ママの働き方応援隊鳥取校

ボランティア

避難訓練
7月

毎年２回実施している避難訓練！　
本年度１回目の避難訓練は火
災・水害を想定した避難訓練
を行いました。
鳥取消防署の職員の方による
立入検査と、消火訓練の指導
をしていただきました。
立入検査の結果は、“良好”と
の通知をいただきました。

訓　練
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Topics トピ ッ ク ス：話題

第50回 中国地区老人福祉施設研修大会に出場！
「ピカピカ健口長寿を目指して」

福祉会で働く（職員募集）

～幸せを作る仕事、
鳥取福祉会で働く～

・調理師（臨時職員）
・介護員（パート・臨時職員）
・看護師・准看護師（正社員）
・保育支援員（パート）
・保育士（パート）　
・保育教論（臨時職員）
・介助員（パート）　
・ヘルパー（パート）　

※申込方法：電話受付：0857-51-7272
※申込期限：人員が充足次第
※職種・採用人数・条件など、
　詳しくは、ホームページをご覧ください

編集・発行
養護老人ホーム鳥取市なごみ苑
鳥取市的場2丁目1番地
TEL：0857-53-6551　
FAX：0857-53-6554
発行　平成30年9月

私たちは、「ともに生きる社会」を基調とし、
社会福祉の充実をめざします。

ちょっと、ひ・と・こ・と
■この夏、「命にかかわる危険な暑さ」という言葉をよく耳にし、熱中症や脱水症
状で緊急搬送される方も多かったが、なぜか言葉の響きに違和感を感じてしまう。
ただ、それくらいインパクトのある注意喚起が必要だったこの夏・・・来年はこの
言葉を聞かないくらいの程々の夏を期待してます。（川口補佐）

■年に１度の嗜好調査では「刺身」「天ぷら」が必ずリクエスト献立の上位に選ば
れます。敬老会では、まぐろ、かんぱち、いかの刺身三種盛、えびと野菜の天ぷら
など、ご利用者の期待に沿ったメニューでお祝いしたいと思います。
皆さんいつまでもお元気で！（衣川管理栄養士）

福祉会でボランティア（募集）
◆募集内容
・介護補助
・保育補助
・清掃、教養活動...など
（絵本読み聞かせ、運動、手遊び、演芸ほか）

※申込方法／詳細：ホームページをご覧ください

発表者(左)：介護士 森崎　喬
アシスト(右)：介護士 盛田 恵子

　本研修大会は、施設機能の充実を図るために、より質の高いケアと
多様で柔軟なサービスの提供を目指し、職員の更なるスキルの向上を
目的に開催されました。

　なごみ苑では、県内の研究発表会で高い評価をいただき、中国大会
へ進出しました。

　発表では、職員と専門職(歯科医師・衛生士)が連携し、利用者個々
に合わせた口腔ケアのレベルアップにより、「健康長寿」につなげる
取り組みの内容と成果をまとめ、主な内容として、以下について発表
しました。

① 職員研修を年2回行うことで、正しい知識で自信をもって関わるこ
とができた。

② 口腔ケアに関する講義を毎月行うことで、理解度が高まり、講師役
を担った職員の自己研鑙へつながった。

③ 個々の口腔状態を把握し、適切なケアを実施した。
④ 口腔ケアチームが他の職員の指導・評価者となり、統一した支援体

制の確立に繋がった。
⑤ 歯磨きの回数が増えたことで、職員による口腔ケア介入要因への成

果が見られた。

　今後は、口腔ケアの取り組みをマニュアル化し、職員の支援が必要
な利用者だけではなく、自立利用者にも範囲を広め、苑全体できめ細
かいケアに取り組み、「ピカピカ健口長寿を目指して」邁進していきます。
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