
写真は、昨年度の風景です。

皆様に喜んでいただけるイベント・行事を行います。

7月

8月

9月

　仕事内容：生活介助全般

　勤務形態：日勤、早勤、遅勤、夜勤

　休日：112日/年 有休取得率80％（2018年度実績）

　手当：夜勤手当1万円/回

　　　　資格手当1万5千円

　　　　　継続手当（満3年目から5,000円/月）

また毎年、ボランティアを募集しております。ご家族並びに近隣 　昼食代自己負担０円

の皆様、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

参加申し込みは下記まで。   未経験者歓迎！
ゆうあいの里大同　　平野、小方   マンツーマンで丁寧に指導します
℡052-217-8715（8：30-17：00） お問合せ窓口：052-612-3030　入江

職員コラム 編集後記

6/27～6/29　6名で職員旅行で北海道へ行ってきました。

ゆうあい通信　2019年7月（第13号）

編集・発行　社会福祉法人　大同福祉会　特別養護老人ホームゆうあいの里大同

　　　　　　　　〒457-8512　名古屋市南区白水町２０番地　TEL052-612-3030（代表）　　FAX052-612-3076

て行きます。

次回の職員旅行が楽しみです　　（Ｍ．Ｋ）

素晴らしさを改めて学びました。

秋に開催する施設内恒例の大イベントです。

家族の皆さん、是非ご参加ください。

開催日：１０月２０日(日曜日)　１３：００～１６：３０

勤務地：当施設　ゆうあいの里大同

北海道の小樽・富良野・美瑛へ行き、愛知県では感じる事の出来な

い壮大な大地をバス移動で周り、自然の素晴らしさに感動しました。

家族で北海道へ行ったことはありましたが、職場の皆で

行く事ができ、とても楽しい思い出を作る事ができました。

中でも一番印象に残った事はシープドックショー。4～5匹の

犬が一子乱れぬ動きを行い、羊たちを集めている姿を見て団結力の

催し物：屋台、盆踊り、職員による出し物など・・・

きます。また団結力を深めて行ける様に努め

私達も職員旅行を通じて、絆がより深まり仕事に一層力を入れてい

ＡＥＤ講習会 

ゆうあい祭を開催します 

        7～9月の行事等のご案内 
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【理念】 
   人の心を大切にし、 
        皆様に安らぎと感動を提供することが、 
            私たちの使命です。 

【基本方針】 
・利用者様の尊厳を守ります。 
・安全を最優先します。 
・質の高い介護サービスを提供し
ます。 
・地域社会に貢献します。 

ゆうあい通信 
2019年7月（第十三号） 

職員募集 

熱中症対策 

 今年も熱中症が心配な季節がやってきました。昨

年は記録的な猛暑となり、当施設でも熱中症対策に

力を入れました。 

 入居者に対しては、室温管理と水分補給に力を入

れて取り組んでおります。高齢になると、暑さや喉の

渇きを感じるセンサーが鈍くなってくるので、入居者

が「暑い」「喉が渇いた」と訴えなくとも、熱中症を予

防できる室温を保ったり、定期的に水分補給をして

いただくよう働きかけることが大切です。 

 また、職員も入浴介助や予防衣を付けて行うおむ

つ交換時には汗だくになってしまいます。以前から

小さい扇風機を持ち運びながら作業したり、冷汗ス

プレーを使ったりなど、熱中症対策をしてきました。 

 そして、今年はそれらに加えて、保冷剤を包んだタ

オルを体に巻きつけて作業した結果「冷たくて心地

が良い」 

と職員から好評だったので、ならばもっと動きやすい

ようにとポケットに保冷剤が入れられるメッシュベスト

を購入しました。まだ始めたばかりなので、引き続き

職員から意見を聞いて改善できるところは改善して

いきたいと思っています。 

 入居者により良い介護サービスを提供するために

は、職員が安全に働ける職場でなければなりません。

引き続き入居者、職員両方の熱中症対策に努めて

いきたいと思います。 
 
 

七夕 短冊作

名古屋港花火大会鑑

スイカ割

花火イベント 

秋の遠足など 

今月号は令和に入って最初のゆうあ

い通信となります。5月、6月はまだ新

元号に馴染めずにそわそわした気

持ちでいましたが、7月にもなるとよう

やく馴染んできたように思います。7

月になると、書類の元号を訂正する

ことが殆どなくなったからかもしれま

せん。 

ゆうあい通信は最初から西暦表記な

ので、年号が変わっても特に目新し

い変化はないかもしれませんが、新

元号最初の号ということで気持ちを

新たに作っていますので、楽しんで

いただけると幸いです。 

 5月31日にＡＥＤの機種変更をしました。それに伴

い新しいＡＥＤの使い方講習会を開きました。講師

より使い方や心肺蘇生の方法などを教えていただ

きました。 

 ＡＥＤを使う場面というのは緊急事態であり、迅速

な行動が何よりも重要になってきます。 

音声ガイドがあり、難しい操作ではありませんが、あ

まり使う機会がないからこそ定期的な確認、そして

いつ自分が使うことになってもおかしくないという意

識を持っていることが大切だと、改めて実感しました。 

 
 

ご家族の皆様、花火

や遠足など、是非ご一

緒にご参加ください。 

その他誕生日イベン

トや料理イベント、お

やつワゴンなど盛り

だくさんです。 
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苦情受付窓口の評価が低かった結果に対して、皆様の目に触れやすい場所としてエレベータ内、掲示板に追加

案内を掲示することにしました。今回の結果を踏まえ、今後のサービスの質の向上に努めていく所存です。

不満や苦情に対する素早い対応

本人の趣向や希望の生活への反映

機能訓練の実施

サービス全般

在宅での生活を継続する上でのサービス

ケアマネージャーとの連絡、調整

サービス全般

食事（献立、味付け、食べやすさ）

職員の対応や介護内容

入居者の身だしなみ

レクリエーションへの参加のしやすさ

食事（献立、味付け、食べやすさ）

入居者のプライバシー保護

入居者の身だしなみ

感染症予防や衛生面の対応

気軽に相談できる雰囲気作り

不満や苦情に対する素早い対応

ご本人の趣向や希望の生活への反映

レクリエーションの内容や頻度

契約書や重要事項説明書

個人情報流出しないこと

入居中起こりやすいトラブルや事故

職員の言葉遣いや態度、身だしなみ

気軽に相談できる雰囲気作り

苦情受付窓口

介護・看護計画やサービス内容

契約書や重要事項説明書

個人情報流出しないこと

入居中起こりやすいトラブルや事故

苦情受付窓口

職員の言葉遣いや態度、身だしなみ

自立支援に基づいたサービスの提供

入居者や家族の意見尊重

感染症予防や衛生面の対応

身体拘束を行わないようにする配慮

環境整備（設備、居室等）

環境整備（設備、居室等）

入居者や家族の意見尊重

自立支援に基づいたサービス提供

身体拘束を行わないようにする配慮
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料理クラブ 

4月～6月の郷土料理 ユーザー評価結果について 

今年度から郷土料理を毎月取り入れてみました。 

郷土料理はその土地の食材や風土に合わせて作ら

れる独自の料理です。様々な土地の味を、入居者の

方に楽しんで頂ければと思います。 

4月は北海道のちゃんちゃん焼き、5月は愛知県のき

しめん、6月は茨城県ののっぺい汁を提供しました。 

「ちゃんちゃん焼きは知ってるよ。北海道の料理だっ

たなんて知らなかったなあ」という声や「きしめんは昔

食べたよ。」等、知っている方もそうでない方も料理を 

5/10の料理倶楽部で、鮎漁解禁に合わせて「若鮎」と

いう和菓子作りを行いました。                    

「岐阜でこの時期良く作られるお菓子なんですよ」とお

話しすると「そうか! 鮎釣りが有名だもんな！よく釣り

に出かけたもんだ」「長良川ね! 懐かしいわ」とお話が

弾み、和気あいあいとクラブ活動を行うことが出来まし

た。            若鮎が食べられない方にはの

ど越しの良い梅ゼリーを用意しました。今回は季節を

感じて頂けるよう、梅の花をかたどったゼリーを飾って

みました。 
 

通じて色々なお話をして下さいます。 
 

4月～6月の行事風景 

今年も春の恒例行事をたくさん企画ししました。 

4月       

花見外出   

感謝の会    

５月         

五月人形            

柴田小学校訪

６月        

落語イベント      

春の遠足     

聚楽園・大池公

施設の玄関先には綺麗な桜が満

開！ 

「感謝の会」に

よる歌謡ショー。

みなさん一緒

に口ずさみ楽

しんでおられ

ました。 

迫力のある五月人形を

飾りました。 

ちゃんちゃん焼き きしめん 

また、今年度から通常の料理クラブに加えて「出張料

理クラブ」がスタートしました。                       

職員が各フロアに回り、お好み焼きやクレープをその

場で焼いて提供します。 

作るのが難しい方でもフロアに立ち込める香りや雰

囲気を楽しんでいただけたらと思います。 

「春の遠足」              

聚楽園では迫力ある大仏様と、

大池公園では綺麗に咲いた

花の前で記念撮影をしました。 

         
「柴田小学校

の児童さんた

ち」 

歌と踊りがお

じょうずでした。 
「柴田小学校運

動会」一生懸命

走る児童さんたち

を応援しました。 
「落語鑑賞」       

面白い話に笑い声が

響きました。 
 

「ギター演奏会」     

懐かしい歌の演奏に、

大変盛り上がりました。 
 

当施設では平成２０年から参加を続けている名古屋市介護事業者ユーザー評価事業に、平成３０年度も取り組

みました。以下がその結果です。 

施設入所 

説明の分かりやすさ 

ショートステイ 

説明の分かりやすさ 

接遇 

サービス 

接遇 

サービス 

当施設では、入所相談、施設見学を毎日実施しておりますので、是非お気軽にご相談くださ

い。 

お問合せ窓口 

ゆうあいの里大同 平野、小方 

ご利用案内 

自由記述 

・ケアが行き届いていてとても有難く思っている。職員と気軽に会話できることも、安心感に繋がって

いると思う。 

・いつ訪問しても職員の対応も親切で、清潔な施設で気持ちが良い。 

・職員にはいつも色々と気にかけてもらい、とても感謝している。 
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