新聞部も○年目
祝
み んなで︑加トちゃ
！
んぺ ができ るくら
Ｊ リーグ 初制 覇
い 仲良 し に な りま
おめでとう︒
した︒
開幕からのチームでしたが︑
今年も和気あいあいと楽しく
仲良く元気にがんばります！！
︵何年目だったかなぁ ︶
なかなかタイトルに手が届
かず⁝紆余曲折の末の悲願
達成でした︵喜︶
ＰＳ．低迷した
︑関
西勢の巻き返しに期待♪﹄

昨年は 月の極寒
の中︑関西ナンバー
ワンのパワースポッ
トと噂の奈良県﹃三
輪山﹄に裸足での登拝を敢行
してきました︒祀られている
神様も今年の干支である﹃蛇﹄
なのでそのパワーで頑張りま
す！︵いったい僕はどこに向
かっているんだろう ︶

年の僕の抱負 そのままの僕で ！
そのままのボクで ⁝挑み続けた
い 実りある人生を
皆様︑昨年１年間︑ホントありが
とうございました〜
今年もよろしくお願いしま〜す

どうも︑新聞部の小
山です︒以前からコ
ラムはいくつか書い
てますが︑正式に部
員とな りました ︒く
だらないけどちょっとだけ笑え
る記事をお届け出来たらいいな
と⁝︒よろしくお願いします！
皆さ ん 一 年に 渡 り ︑ あ
じさい 新聞 を読ん で頂 き
ありがとうございます！
来年もお一 人でも多 く
の 方 に お 役 にた て る 様 な
情報を載せ ていきたい と思いま す！
また︑家族 様・利用者 様の笑顔 の支
えになれま すよう皆で 頑張って いき
たいと思います！

去 年は 色々な こと があり 精
神的 にも余 裕が なく ば
た ば た し ︑仕 事 に 集
中できないことが 多
かったの で 今年 は 今
月 介護 福 祉士 の受 験
も あるので意欲的 に学ん
でい き た い で す︒今 年 も よ ろ

開設 以来十 数年︑ いつ
のまにか子 供の世代と
一 緒に働く年 に︒毎回
熱いエネルギーをもらい
ながら︑︵時にはその暴走をストッ
プしながら︶新聞部を継続してき
ました︒まだまだ未完成な部分を
補いながら︑若いパワーを吸い取っ
て︑元気をもらいます︒しかしい
つもなにかしら頭に載せられるの
は︑︵今年は蛇が・︶なめられと
んなぁ・気にせんとこっと︒

音楽セラピー1/11（金）お誕生会 1/5・12・19（土）1月生まれの入所者・家族様
ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞお休み
家族会総会と喫茶 1/26（土）映画の日1/28(月）

し上げます︒家族会事務局 内田

☆☆光輝く星の
遊んでいるようだ︒このフロアーで母
妖精たちとの出会い！☆☆
と一緒に妖精たちを見た懐かしい日々
がよみがえる︒﹁わ〜︑きれいねぇ
毎年︑ 月になると︑イルミネー 〜﹂今も母の驚きの声が聞こえてく
ションで装飾された家が目につく︒ る︒ずうっとずうっと︑大切にしてほ
癒しの温かい光だ︒母がお世話になっ しい温かい光だ︒
ていた︑あじさい１階フロアーの奥 ﹁協﹂いっしょに目的に向かって！
庭 にも︑ あじさ
あじさい家族会会長 平山 透
い家 族 会 より寄
贈された青いイル
ミネーションが︑ 家族会会長をお引き受け頂いていまし
いくつもの流れ星 た平山様より︑会長を来年度より副会
のように光輝いて 長の井上様に引き継ぎたい意向をお聞
いる︒まるで青白 きしています︒一月総会にてご連絡致
い星の妖精たちが しますが︑長年ご尽力いただき感謝申

のと思われます︒
そうした中で︑これからもあじさ
いの皆様とますます充実した口腔
ケアを推進して入所者様の健康を
ともに守っていきたいと思ってお
ります︒今年もよろ しく
お願い致します︒最 後に
私たち西畑歯科医院 もこ
の一月より規模を拡 大し
て新築移転をするこ とに
なりました︒移転場 所は
今までの医院の後ろ 隣り
で鈴蘭台西口駅すぐです︒
これからも北区地域 のみ
なさまの健康を 守ってい
ければと思っております︒
﹁奉﹂ 奉仕の 心がな けれ ば務ま
り ません ︒皆 さん 心か ら奉 仕し
て ますね ︑い つも 感心 して いま
西畑 秀生 院長
す︒

毎年︑夏祭りのバザーの売り上げ金を寄付している石巻市立門
脇小学校よりお礼の手紙が届きました︒生徒たちの元気な写真と
ともに今年もひまわりの種が同封されていました︒一年前は紅白歌合戦
で長渕剛が瓦礫だらけのこの校舎で歌っていました︒今は瓦礫は撤去さ
れたそうですが︑今後は子供達の心のケアが課題だとお手紙にありまし
た︒ひまわりのような笑顔が子供たちに戻ることを願い︑息の長い応援
を︑今年もこころをひとつに︒
あじさい職員一同
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皆さんこんにちは！今期の行事
委員長を務めさせて頂きます小山
です︒委員長の抱負として今年の
行事は︑笑いの絶えない賑やかな
ものにしていきたいと思っていま
す︒また︑職員参加型の催し物を
企画していきたいなぁ⁝と︒そこ
でまず頭に浮かんでいるのはズバ
リ︑﹁あじさい新喜劇！﹂土曜の
昼間にやってる吉本のアレを施設
向けにアレンジして︑利
用者様にめいっぱい笑っ
て楽しんで頂けるものに
した い！ と
意気 込ん で
おります︒
僕 はイ マ
イチ頼りないやつですが︑
重要な役を担うことが決
まったので腹をくくり︑
行事委員長としての務め
をがむしゃらに果たしていきたい
です！そのためにどうか皆さん︑
力をお貸し下さい！僕一人じゃ何
にも出来ないです︒
悔いの無い素晴
らしい行事に し
ていきたいです︒
１年間︑よろし
くお願いします！
年︑巡り過ぎ行く
春夏秋冬
昨年を振り返ると︑
実りある充実に満ち溢
れた１年間でした〜
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明 けましておめでと うございま
す︒協力病院の医療法人社団
西畑歯科医院です︒あじさいでの
口腔ケアクラブも開催してはや３
年が経ちます︒この 年の間に︑
あじ さい の職 員の 皆様 と
﹁より充実した口腔ケア﹂
について︑月１回の勉強会
など共に研鑽してきました︒
さらに︑昨年より月４回の
口腔ケアプログラムをあじ
さいの職員様とともに立ち
上げることができ︑この北
区地域の中でもかなり充実
した口腔ケアを入所者様に
提供出来ているのではない
かと自負しております︒
近年︑口腔ケアが高齢者の肺炎や
インフルエンザの予防に繋がると
いう研究報告もあり︑口腔ケアの
ニーズが今後より高まっていくも

介護風景

今年の目標は︑
あじさ いがよ
りよ い施設に
な る為 ︑チ ャ
レ ンジす るこ と
です︒ あじさいに入っ て
月で 年目に なり ます︒
１年目 の時は︑理学療 法
士とし てりっぱに成長 し
て 行こう と決め まし たが︑
目標は さらに大きくな り
ました ︒理学療法士と し
てあじ さいがより成長 す
るには 何が出来るのか ？
よりよ い施設になる為 に
は何を したらいいのか ？
これら を自問自答しな が
ら充実 した一年間にし た
い です ︒
2013
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新年明け ましておめでと
うございます︒
レク 委員 にな って １年 目
で 委員 長⁝ ︵泣 ︶ 頼り な
いですが︑ みんなで力を合
わせて︑今 年もあじさいで
の生活を盛 り上げれたらと
思います︒
皆さま︑
どうぞ 宜
しくお 願
い致します！

あ じ さ い新 聞
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チームの健闘と山中伸弥 ピンチをチャンスに転換
京大教授のノーベル医学 する良い機会であり︑
生理学賞を受賞された
その目的の為には私達
事でした︒そして最後に も國の示した方向性に対
大きな出来事は昨年
して柔軟に対応し頑張っ
月の衆議院選挙で自民 て行きたいと思います︒
党が圧勝した事でした︒
新政権がどんな枠組みに
なるかわかりませんが︑
今年は外交安保︵領土
問題︶︑社会保障︵消費
税︶︑ＴＰＰ︑エネルギー
問題︑更に経済対策︵デ
今の仕事を
フレ不況脱却︶等が問題
漢字一字で表すと⁝
になると思います︒
そして今年は復興特
別所得税導入がいよいよ
規制が多く︑
１月より始まり︑家計へ
の影響も考えられます︒ 本来の業務以外にする
一方︑介護報酬の改 事が多く︑それも煩雑
でストレスも多い
定による在宅復帰機能
の強化は考え方によって
は︑本来の老健の機能
に立ち返ったということで
施設長 足立和彦
あり︑前向きに考えれば︑
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新年あけ まして おめでと うござ います︒
あじ さいも 創設十四 年を迎 えました ︒これ からも地 域の皆 様に
愛さ れる︑ 温かい施 設をめ ざして職 員一同 がんばっ てまい ります︒
さ て今回 の新年号 では︑ 新年の あいさ つと共 に︑今 の仕事 を
一 文字 で表 現し た漢 字も 載せ てい ます ので ︑ ご観 覧下 さい ︒
それ では皆 さま︑今 年もよ ろしくお 願いい たします ！

皆様明けまして御目出
とう御座居ます︒
元気で新春を御迎え
の事と存じます︒
昨年は一昨年の東日
本大震災と福島原発事
故の影響を引きずった年
でもありました︒そして
我々に一番関係のある介
護報酬の改定は昨年４
月１日に行われ︑実質マ
イナス改定で︑在宅重
視へシフトしたもので老
健施設にとっては大変厳
しいものでした︒
一方明るい話題はロン
ドンオリンピックの日本
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