が練 習してく れた時も 普段

張し やすい性 格で、先 輩方

今 年は桜の 花が咲い てか

春

満開

い
いら
らっ
っし ゃ
ゃ～
～い
い

でく れ「お花 見ドライ ブ」
に出 かけるこ とができ まし

とは 言うもの の・・な かな

なと ころ？」 「遠慮し ない
でま ぁ見に来 て下さい 。」

「 デイサー ビスって どん

た。 まだまだ 皆さん冬 装束

か行 く機会っ て無いで すよ
ね～ 。と言う わけで今 月か

ら雨 続きでし たね～。 でも
この 日はなん とか雨も 止ん

で寒 そうです ねぇ。で も少
しず つやって くる春の 兆し

ら
「 デイサー ビスの参 観日」
を月 一回くら いやって みよ

月に 入っても 「春がま だ遠

い。 四月一〇 日午後の 新庄
公園 の様子で す。今年 は四

水 曜日
木 曜日

火 曜日

月 曜日

◎ 空きあり ます
◎ 空きあり ます

○ 残りわず か

○ 残りわず か

ＤＳ愛の園
ご利用状況

い」 と思う日 も多かっ たの
です が、この 日はご覧 のと

をさ れてます よ。

デイサービスの参観日
第一回 五月二〇日
： ～ ：

でも 大歓迎。 誰でもお 気軽
に遊 びに来て 下さい。

アマ ネさん・ 他の施設 の方

域 の 方 、 デ イ サ ー ビ スに
行っ てみたい と思う方 、ケ

を感 じられる 一日とな りま
した 。寒い寒 いと言い なが

右 の 写 真 を ご 覧 く ださ

うと 思います 。ご家族 ・地

ＤＳ
Ｓ愛
愛の
の園
園 新
新聞
聞
Ｄ

今 年の介護 福祉士試 験に

の木 曜日の一 枚。

合格 おめでとう 桜
桜の
の下
下で
で
岩井 智美さん が合格し まし

スタッフ全員介護福祉士に！
た（ 拍手！）

の業 務で行っ ている事 なの
に う ま く 出 来 ま せ ん でし
た。 自宅に帰 ってから は過
去の 問題のＤ ＶＤを見 る事
で試 験対策を 行ってき まし
た。 無事に合 格できた のは
職場 の環境と 家族の協 力が
謝し ています 。今後も 知識
経 験 を 生 か し て 仕 事 に臨

あっ たからこ そだと思 い感
私 は今年の 六月でこ の職
場に 来てから 五年が経 ちま

昨 年は出産 、育児と 大変

み、 利用者様 の為に頑 張っ
てい きたいと 思います 。
な中 、見事な 介護福祉 士合
格！ 岩井さん 本当にお めで

す。 去年は産 休・育休 と約
一年 間お休み を頂いて いま

とう ！大した ものです 。

した 。以前は 全く違う 仕事
をし ていた為 、介護に つい
て何 も知りま せんでし た。

○ 残りわず か
× 満員です

ご相談下 さい

☆送迎に ついては

金 曜日
土 曜日

なが ら芝生の 上でおや つを

「平 草原」へ ドライブ 。ポ
カポ カと春の 日差しを 受け

です 。訓練と はいえ施 設全 おり の快晴。 絶好の外 出日
体に 警報が鳴 り響き「 避難 和と なりまし た。花壇 一面
して ください 」と館内 放送 に 植 え ら れ て い る の はチ
ュー リップ、 見事な絶 景で
す。 あいにく 風の強い 一日

避
避難
難訓
訓練
練

00

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

そし て初めは この仕事 を続
けて いけるの かさえ不 安で
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した が、いつ しか職場 の先

とな りました が春を満 喫。

こ れでデイ サービス セン

セ ン タ ー で は 年 に 二度
「避 難訓練」 が行われ てい

ター 愛の園は スタッフ 全員

ます 。施設全 体の避難 訓練

様に なりまし た。そし て何
より 自分の自 信になる と思

食べ て一服。 本当、こ の時
期に なるとお 日様の有 難さ

を感 じます。 良い気候 にな

が流 れます。 初めて経 験さ
れた 方は「何 事か」と おっ
かな びっくり 。いつも 皆さ

ると デイサー ビスもつ いつ
い外 に出てし まいます 。

輩方 の働く姿 を見てい るう
ちに 、そのプ ライドと 自信

いま した。し かし、働 きな

が晴 れて介護 福祉士資 格を
取 得 と い う 事 に な り まし

んに ご協力を 頂きあり がと
うご ざいます 。

を持 って仕事 をされて いる

がら の受験は 仕事と家 事・
育児 ・勉強と かなりの 不安

た。 より一層 皆様のお 役に

00

（ 0739） 47-0105
（ 0739） 47-4329

ＴＥＬ
ＦＡＸ

に合 わせて、 火災が発 生し
た時 を想定し ての避難 訓練

があ りました 。筆記試 験は

立て るサービ スをご提 供で
きれ ばと思い ます。

こ ちらは四 月十八日 の写
真、 つつじの 花を観に 白浜

ま だ風が冷 たい四月 二日 らも 皆さん嬉 しそうな お顔

デイサービスセンター愛の園

姿に 憧れ、い つしか自 分も
資格 を取りた いと強く 思う

どう にか通っ たものの 問題
は実 技試験で した。元 々緊
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