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一．暖かい心と笑顔で、利用者の立場に立った満足度の
高いサービスを提供します。
一．利用者の皆様が、生きがいのある安全で安心した
生活が送れるよう自立を支援します。
一．地域との連携により、熟年者等の福祉・健康づくり
を推進します。
一．専門的な知識と技術と至誠のある職員を育成します。

で

「
年頭 にあたり」
暖心苑施 設長 関 口 浩太郎

明けま しておめ でとうござ います。
本年もよろ しくお願 い申 し上げ ます。

平成最後 のお正月 は如何だ った でし ょう か。
平穏 で楽 し いお正月 にな りま した でし ょう か。
昭和 天皇ご崩御 から平成 の世 にな り三十年、
いろ いろな事があ りま した。 昭和時代が、戦
争、復興、発展、繁栄 の 「
激動 の時代」 であ
れば、平成時代 は後世 にな んと言われ る ので
し ょう。
改 め てこ の三十年を振 り返 ってみれば、 バ
ブ ルとそ の崩壊 から始 まり、消費税、サリ ン
事件、頻発す る巨大地震 と大規模災害、原発、
情報通信技術 の飛躍的な発展、 リー マン
シ ョック、失業問題、 そして 一転 現在 は深刻
な 人手不足。 ハッピーな出来事 も沢山あ った
かと思 いますが、印象 に残 る のは問題が後 々
ま で尾を引く、良 くな いこと にな ってしまう
のは、新年 の話題と しては少 々残念 です。
目まぐ るしく変 化す る社会 と生活、私観 で
はあ りますが、昭和が 「
激動 の時代」 であれ
ば、平成 は抗 いがた い力 に振 り回さ れた 「
翻
弄 の時代」と いう言葉が 一番 し っくりと しま
す。
私たち社会福祉 に携わ る者 も何 かと翻弄さ
れ続け てきま した。次 の時代がどうな るかは
誰 にもわ かりませんが、 区内 の社会福祉法 人、
皆様 のお近く にあ る熟年者福祉施 設 は、 そ の
精神や 理念 を忘 れ る ことなく、地域 の安 心 の
ために情熱を持 って頑張 って いきます。皆様
には引き続きご 理解 とご協 力を お願 いして、
年頭 の挨拶とさ せ て いただきます。

己亥年

ボランティア感謝祭
・暖心苑開設30周年祝賀会 12/2（日）
今年は暖心苑開設30周年祝賀会を兼ねて感謝祭を開催し、20年以
上のボランティア様に永年の感謝を込めて表彰させていただきました。
ボランティア 原田様による日本舞踊が披露され会場をおおいに盛
り上げていただきました。短いひと時でしたが、日頃の感謝の気持ち
をお伝えするとともに、ボランティアの皆様で交流ができる有意義な
時間となりました。

みんなでうたい隊
山本 国子 様

共栄グループ
向井 武志 様

毎月1回1時間。尺八・ギター・
ハーモニカ・三味線（この四楽器は
視覚障がいのある方）・ピアノの五
楽器で、平成19年2月から「みんな
でうたい隊」として活動させても
らってます。
始まりの「暖心苑のうた」は平成元
年から18年までの「スターズ」とい
うグループから歌い続けています。
遊び歌・小学校唱歌・ナツメロ・演
歌・民謡を4階の方を楽しく元気で
をモットーに、声だけでなく体も
少々動かしながらこれからも笑顔で
やっていこうと思いますのでよろし
くお願いします。

特別養護老人ホーム暖心苑様創
立三十周年をお迎えされましたこと、
心よりお慶び申し上げます。
暖心苑様の基本理念に、暖かい心
笑顔 至誠という三つの言葉を揚げ
ていらっしゃいます。日々の皆様の
努力と情熱によるものと大変感銘し

在宅福祉グループ
相原 容子 様

私共の団体は、施設が開設してま
もなく車いす清掃ボランティアをし
て居ります。現在10名で活動してい
ます。
中には、90歳を過ぎた方も月に一
度の活動を楽しみにしています。そ
の元気の源は、神様への報恩感謝で
す。有難うございました。

天理教江戸川支部
尾栗 一光 様

ております。

暖心苑様のスタッフの皆様がご利用者お一人おひとりに寄
り添う言動で接しておられる事に、感動しています。私達共
栄グループも、ヘアーカットで皆様のご理解とご協力を賜り、
多くの素晴らしいご縁を頂いておりますことを感謝致します。
私達の活動で、暖心苑様、ご利用者様と、向き合い喜んで頂
ける様に快活にして温かな心配りで共に、これまで以上に頑

創設30周年おめでとうございま
す。
我がグループも苑の創設当初より共
に歩み33年を迎えました。
メンバーも歳を重ねておりますが、
暖心苑と心をひとつにし、これから
も活動させて頂く所存でございます。
貴苑の益々のご発展を心よりお祈り
申し上げます。

瀬沼

淳子

様

50歳を目前に大学に入学し、福祉
の勉強をして誰かのお役に立てばと
暖心苑さんで伴奏をさせて頂くよう
になりました。
童謡・唱歌・流行歌の間に独断と
偏見に満ちたトークが皆様のお気に
召したようです。永い間やっていて、
これは皆様の為ではなく、私の脳の
活性に役立っていると思います。
これからも皆様と一緒に頑張ります。

張ってまいりますので、宜しくお願い申し上げます。

白百合保育園様 クリスマスの訪問 12/10(月）
白百合保育園様の園
児がかわいい天使の衣
装をきて訪問していた
だきました。

歌を歌っていただき
ご利用者はクリスマス
気分を楽しんでいらっ
しゃいました。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
ＭＳ&ＡＤゆにぞんスマイルクラブ様より車椅子
一台をご寄贈いただきました。1/24（木）

ひだまり配食
サービスのご案内

６５歳以上の熟年者、熟年者のみ世帯等で、身体的理由により一般食
の摂取が困難な虚弱な方を対象に配食サービスを実施しております。
月～金曜日（昼食）実施 一食600円
ご希望の方電話番号 03-3877-0100
担当：渡辺、伴へご連絡下さい。
地域は、北葛西、宇喜田町、中葛西1～2、西葛西1、船堀、春江町
ご
5、西瑞江5、等々。
船

季
各

くつろぎの間（認知症対応型デイサービス）
ご利用者それぞれが出来ることを協力して、楽しく過ごせるお部屋を目指しています。

船堀日枝神社へ初詣。
ご自身やご家族の健康を祈りました。

季節を感じられるよう毎月趣向を凝らして、

各種訪問の参加、イベントの開催

体操で、やりきった達成感！

ふれあいホール（一般型デイサービス）

白百合保育園様と職員のコラボで歌にお芝居

菊祭り見学

ヘアーカットの様子

みかん狩・・・早く食べたいなー

チャレンジ ザ ドリーム
（中学生がお手伝い）

洗

熟年相談室
熟年相談室 北葛西
暖心苑から

～

紹介

～

熟年相談室では、毎月介護者交流会を開催していることを
知っていますか？
日程に関しては、広報えどがわ（月３回発行）に掲載され
ます。また、広報えどがわは、暖心苑玄関にございますので
必要な方は、お持ち下さい。ご興味のある催事などあれば参
加してみては如何でしょう。
写真：防災についての開催様子 （講師：葛西消防署様）

ウ
く
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熟年相談室 暖心苑船堀
熟
ワ
認知症カフェ「暖心苑船堀カフェ
現
やかた」を開催しています。奇数月
の1日（日祝、1月は別日）、1時
間から2時間程で来ている仲間と話
絵
したりコーヒーを飲みながら楽しい
時間を過ごしています。
今回はこれまでに来ていただいた
方のお声を掲載します。認知症の方、
ご家族の方のご参加、是非お待ちし
ております。

カラオケができるようになって嬉し
いです。1人で歌うのもみんなで歌う
のも楽しいです。（男性）

介護職員、送迎ドライバーを募集しています。ご応募おまちしております
特養常勤 介護職員

特養非常勤 介護職員

資格
ﾍﾙﾊﾟｰ1級・実務者研修以上
または、福祉系専門学校・大学既卒者
勤務時間
日勤 9:30～18:30
早番 7:00～16:15
遅番 11:00～20:00
夜勤 17:30～9:45
給与
○専門・短大卒・介護士 220,000～
（諸手当含む）
○大学卒 230,000～（諸手当含む）
待遇

○資格
ﾍﾙﾊﾟｰ2級～
勤務時間

○夜勤手当・交通費・住宅手当等有り
○社会保険完備、退職金制度・有給休暇有り
○賞与年２回（前年度実績4か月）、昇給有
り
○処遇改善加算金有り
○経験加算あり

日勤
早番
遅番

送迎ドライバー
非常勤介護職員（運
転業務）
時給：1000円～
勤務日数等応相談

9 ：30～18：30
7 ：00～16：15
11：00～20：00

※応相談
※その他勤務時間・日数は相談に応
じます。
給与 時給1,010円～（資格によ
り）
※処遇改善加算金有り

予め電話連絡の上、
履歴書（写貼）郵送
又は持参下さい。面
接日設定は後日法人
より連絡致します。

○資格
未経験者・無資格者のかたも可
※シーツ交換、レクリエーション等
間接的な介護
※勤務時間・日数は相談に応じます。

新入職員紹介
2階

介護職員

大塚

3階

さき子

介護職員

田中

洋子

お問い合わせは
電話:０３
（3877）0100
採用担当
:事務長 佐藤 まで

広報委員会
通 信 欄

様のご家族へ（

利用者担当

／

）

社会福祉法人 東京清音会
特別養護老人ホーム 暖心苑
暖心苑デイサービスセンター
暖心苑さわやか相談室指定居宅介護支援事業所
熟年相談室 暖心苑 (地域包括支援センター)
〒１３４－８６２５
東京都江戸川区北葛西４－３－１６
TEL ０３－３８７７－０１００
FAX０３－３８７７－０１８８
TEL ０３－３８７７－０１８１（さわやか相談室直通）
地域包括暖心苑船堀
東京都江戸川区船堀2-15-17ドウエル船堀102号
TEL 03-5878-1521
http://www.danshinen.org

