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日目 の研修会 では「強 いＢ

ＰＳ Ｄへの対 応と工夫 」と
いう テーマで いくつか の施

設 の 事 例 発 表 が あ り まし
た。 「利用者 様のこと を深

く知 る」「” まだでき る”

氷」 が振る舞 われます 。み
んな で盆踊り を踊って 汗を

の「 お好み焼 き」や「 かき

をむ かえ、ス タッフ手 作り

ニー ズを探り 当てると いう

用し 、利用者 様の今の 気持
ちを ゆっくり 聴いて問 題や

「私 の気持ち シート」 を活

その 中でもグ ループホ ーム
” 湧 出 ぬ く も り の 里 ”の

を見 つける」 といった 取り
組み が多く見 られまし た。

か い た 後 は 「 じ ゃ ん けん

報告 がとても 印象に残 りま
した 。今回の 研修では すぐ

み
みん
んな
な 元
元気
気で
です
す 夏祭り
ゲー ム大会」 。大爆笑 の中
でち ょっとし た景品を お持

活用 出来そう な事も学 べた
ので 、この学 びを生か して

」

念品 が贈呈さ れると、 自然 に参 加しまし た。初日 の講
と湧 き上った 皆さんの 拍手 師は 元プロ野 球選手の 広沢

のパ ワーを頂 いて下さ い。
」 て来 ました。
と振 興局の方 から賞状 と記
「 今回初め ての近畿 大会

皆さ んも峯本 さんから 長寿 畿大 会に岩井 さんが参 加し

受け られまし た。
今 年七月に 神戸で開 かれ
「 いつまで もお元気 で、 た老 人福祉施 設協議会 の近

本さ んが「今 年百歳を 迎え
る方 」として 県から表 彰を
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きた いと思い ます

ち帰 り頂きま した。賑 やか
九 月二日、 少し遅く なり な雰 囲気の中 あっと言 う間
祭り が開催さ れました 。
の夏 もこれで 締めくく る事
武 藤園長の 挨拶で始 まり が出 来ました 。

より 良い介護 を実践し てい
今 年の敬老 の日に先 駆け

近
近畿
畿大
大会
会

に包 まれて、 嬉しそう に目

赤 木までご 相談下さ い

て、 センター をご利用 の峯

まし たがデイ サービス の夏 に時 間が過ぎ てゆき、 今年

デイサービスセンター愛の園

祝今年で百歳

を細 められて いる姿が とて
も印 象的でし た。

克実 氏でした 。野村克 也・

長嶋 茂雄・星 野仙一の もと

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

昼 食後、セ ンターの ソフ
ァー には（数 十年前の ）お

.
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姉さ ん方が集 合、井戸 端会
議の 始まりで す。この 写真
の様 に「狭く ない？」 とス
タッ フが何度 も声を掛 ける
ほど の大集結 。しかし 一時
にお 風呂用タ オルが熱 乾燥

で働 いた経験 から、三 者三
様の リーダー シップや 組織

マ ネ ジ メ ン ト 術 、 プ ロフ

ェッ ショナル の人材育 成法
を聴 く事が出 来ました 。二
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を終 えてくる と、皆さ ん我
先に と大活躍 。テキパ キと
タオ ルを畳ん で種分け して
くれ ます。皆 さんいつ もあ
りが とうござ います。
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