
 

今年は、これまでに経験したことのない新型コロナウイルス感
染症の流行もあり、利用者様の体調管理に気を付けて日々過
ごしております。普段の生活にプラスして、楽しい時間を過ごし
て頂けるように、趣味や特技を活かした個別レクリエーションや
季節を感じて頂けるような行事、制作活動に力を入れてます。 
4 月は、皆様で作成した桜の花を眺めてのお花見・春爛漫弁当
を召し上がり、ビンゴゲームで盛り上がりました。在宅では経験
できないような、制作や料理などを通して今年のショートステイ
の合言葉「呵呵大笑」を 
モットーに、笑顔溢れる 
行事を行っていきます。 
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特養ホームを核とする高齢者事業は、平成 17 年 5 月に開設し、16

年目に入りました。この間のご支援、ご利用をいただいた皆様、地域

の皆様、そして職員の皆様、心から感謝します。平成 12 年にスタート

した介護保険事業は、少子高齢化に伴い大きな局面を迎えようとして

いる最中、年末からのコロナウイルスで世界経済が大打撃を受けてい

ます。経済の冷え込みで大量の倒産や失業者が出るのか、サービス利

用者の利用控えが起きるのか、世の中の動向に目が離せません。 

今年度から広報委員会が発足し、偶数月に発行していきます。法人

全事業のご家族様にも配布します。よろしくお願いします。 

                     施設長 田靡仁志 

デイサービス     （定員 書写 55 名 手柄 35 名） 
 

ショートステイ          （ユニット型 20 床） 
 

みなさんこんにちは！ 

書写ひまわりホームで

す！ 

 

広報紙「ひまわり日記」

始めました。 

書写ひまわりホームの

情報などを隔月でお届

けします。 

どうぞよろしくお願いい

たします。 

皆様がデイサービスや 

ショートステイを利用す

るとしたら、どのような

基準で事業所を選択さ

れますか。 

 

書写ひまわりホームの

デイやショートにどのよ

うなサービスを期待され

ますか。 

 

ご意見を是非お聞かせ

下さい。 

 

施設長  田靡 仁志 

 

今年度の目標「2020 夢咲く」を合言葉にスタートです。 

４月の行事はお花見から始まりますが、今年は新型コロナウイ

ルスのため自粛し、厨房特製の松花堂弁当とドライブでお花見

気分を味わって頂きました。 

昨年から取り組んでいる歩行訓練では、「目指せ！富士山登

頂」を目標に一年間頑張ってきました。今年度も趣向を凝らし、

理学療法士指導のもと楽しみながら歩行訓練や機能訓練を行

い、皆さんの在宅生活が楽しく安全に送れるようお手伝いをし

ます。また、 季節に 

応じた行事を企画し、 

皆さんが楽しんで頂け 

るデイサービスづくりに 

取り組んでいきます。 
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「星」 ユニット 
 

 

「夢」 ユニット 
 

「希」 ユニット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからは、 

特別養護老人ホームの各

ユニットを紹介します。 

1 ユニット１０室で 

６ユニット６０室です。 

テレビ電話（Ｗｅｂ面会）に

ついて 

新型コロナウイルスの影

響で面会をお断りし、ご家

族様にはご心配・ご迷惑を

おかけしております。皆様

のご協力により、ひまわり

ホームは毎日元気に活動

しています。 

 

ホームではパソコンを使っ

てテレビ電話による面会を

実施しています。ご利用は

予約制となっていますの

で、詳しくは特養相談員ま

でお電話ください。 

（079-267-8501） 

4 月から職員の異動により、田村、玉田、田中、黒田、藤田、振
角のメンバーで新年度をスタートしました。 
4 月はお誕生日の方がお二人おられ、ユニットホールでお誕生
会を行いました。お二人は、同じ誕生日なんですよ。        
おめでとうございます。 
5 月のお誕生日はお一人でしたが、なんと１00 歳をお元気に迎
えられました。皆さんがお元気に過ごせる様に、今年度の星ユ 
ニットは「利用者の個性や体調に合 
わせた最善の介護ができる知識や 
技術を身につけ、利用者様や家族 
様に信頼される職員になる」事を目 
標に頑張ります。 
 

令和 2 年度を利用者様全員がお元気に迎えられたのを嬉しく
思います。今年度は「夢の溢れるユニット作り」を目標に、利用
者様の様々な思い(夢)に耳を傾けて叶えていけるようなユニッ
トを目指します。 
4 月は感染予防の為、外出はせずベランダでお弁当を食べた
りおやつを購入してお茶会をしました。 
たくさん食べる事は長寿の秘訣ですね。今年度はリーダーの私
を含めて新しいメンバーでスタートです。夢ユニットに新しい風
を吹かせ、職員一丸と 
なり利用者様が過ごしや 
すく、明るく楽しいユニット 
になるよう頑張ります。 
 

今年度は「あなたも素敵・私も素敵」という目標を掲げて、川邊、
山本、坂下、足立、森川、丹井の６名で利用者様と一緒に笑顔
や思いやり、元気等「素敵」が溢れる場所を作っていきます。 
４月はハンバーガーを購入しユニット内でランチパーティーをし
ました。皆さんとても楽しそうで、私達職員も幸せな気持ちにな
りました。笑顔は自分だけでなく、相手も幸せにできる力があり
ますよね。 
これからもこの笑顔を増やしていけるように頑張ります。 
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「和」 ユニット 
 

「愛」 ユニット 
 

「虹」 ユニット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホームのユ

ニットは、 

3 階に星、夢、希、和 

2 階は愛、虹の６ユニット

です。 

スタッフや利用者様の個

性により、各ユニットそれ

ぞれに特色が出てくるも

のです。 

今回は、各ユニットのリー

ダーが文章を書き、写真

を選んで掲載しています。 

 

どうですか？ 

ユニットの特色が出ていま

すか？ 

 

次回からは、そのユニット

リーダーやスタッフをご紹

介していきます。 

愛ユニットは男性一人・女性九人の利用者様が過ごしておられ
ます。今年は「笑顔と個性があふれるユニットづくり」を目標に、
一人一人の利用者様に楽しんで頂ける環境作りや、レクリエー
ションなどを職員全員で行っています。ユニット内に季節感溢
れる飾りつけをしたり、年中行事を取り入れ、施設内でも季節
を感じて頂けるような工夫をし、皆さんに笑顔で楽しく過ごして
頂きます。 

今年度は、「利用者様が安心・安全に笑顔で生活できるユニット
作り」を目標に、日々の中で利用者様の小さな変化を発見し、一
人一人に寄り添ったケア、心のこもったケアを行います。4 月は
屋上で松花堂弁当を食べました。暖かく過ごしやすい季節とな
り、春の風にふかれて良い気分転換になりました。5 月はユニッ
ト行事でチョコバナナを作り皆さんで召し上がりました。 

「利用者様一人ひとりの生活動作や思いに合わせた介助を実施
する」を目標に、利用者様の身体状態に応じた介助や望まれる
介助を考え、実行していきます。利用者様の立場に立ち思いを
汲み取る事、利用者様の身体的に負担が少なく、心地良いと思
える介護が行える様、職員一同頑張っていきます。 
その他、4 月の行事は、お花見弁当で季節を感じて頂きました。 
5 月は「ＤＥＭＡＥ寿司」と題して、お寿司を出前して皆さんで豪
華なご馳走を楽しまれました。 
 

「Barber ひまわり」!? 

入館制限中は理容師さ

んも入館できませんの

で、介護スタッフが急遽

Barber に変身です。 

慣れない手つきながら、

一生懸命頑張っていま

したよ！ 
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看護小規模多機能 
 

居宅介護支援  管理栄養士より 
  

 

 

看護小規模多機能（略してかんたき…姫路市で初） 
看護小規模多機能とは何？と皆さんまず疑問に思われたことで
しょう。自宅で穏やかに過ごしたい…と多くの人の願いではない
でしょうか。しかし、現状では病院で最期を迎える方が多く、“家
で具合が悪くなったら病院しかない”“家族が介護できなくなった
ら…”という声を耳にします。そうした課題に対応する施設の一
つに『看多機』があります。 
通所・宿泊・訪問介護・訪問看護を組み合すことで、医療ニーズ
の高い方が、慣れ親しんだ地域の中で、家族に囲まれて暮らし
続けるお手伝いをする介護保険サービスです。これからこの紙
面で紹介していきますね。今回はその前に利用者様の元気な様
子を少しだけ… 
お花見は、お隣のひまわり保育園 
の園庭をちょっとお借りして、桜を 
愛でながらお弁当タイムと路上ラ 
イブ。最高― 

書写ひまわりホーム 
特別養護老人ホーム 

ショートステイ 

デイサービスセンター 

看護小規模多機能 

居宅介護支援事業所 

手柄ひまわりホーム 
   デイサービスセンター 

   居宅介護支援事業所 

社会福祉法人 よい子の広場福祉会   姫路市書写６３４番地１９８ 
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      Email ： minnanohiroba@himawarihome.or.jp 

      URL ：  https://himawarihome.or.jp/ 

ご高齢の方で、足
が弱ってきた、物
忘れが増えたかも
‥等心配な事はご
ざいませんか？介
護はできる限り、早
い対応が効果的で
す。早期であれば
ある程、長く元気に
自宅で生活する事
が出来るのです。
その方にあった介
護サービスの提案
を、ケアマネージャ
ーがさせて頂きま
すので、どうぞお気
軽に問い合わせ下
さい。 

【食べることは生きること】 
「医食同源」ということばがあります。病気
を治すのも、日常の食事をするのも、命を
養い健康を保つためにすることで、その本
質は同じだという意味で、毎日口にする食
事は、病気を防ぎ、治す健康の源です。そ
の食事をしっかり食べて頂くには、まず安
心な食材を使い、美味しく作らなければと
いうことを、私たちは日々心がけて、毎日
の食事作りに励んでいます。「食べること
は生きること」楽しく食べて元気に長生きし
て頂きたいと、今 
年の春も心を込め 
てたくさんのお花 
見弁当をつくりま 
した。 
 

看護小規模多機能とは 

「通い」 

「泊まり」 

「訪問看護・訪問介護・

リハビリ」 

「ケアプラン」 

を一体化することで、利

用者様に合わせた柔軟

な支援ができる看護師

を中心としたトータルケ

アの事業所です。 

居宅介護支援事業所で

はケアマネージャーが、 

・介護保険の説明 

・要介護認定の申請手続

きの代行 

・居宅サービス計画書

（ケアプラン）の作成 

・介護サービス事業者と

の連絡・調整 

・介護に対する悩み相談 

などを行っています。 

 

お気軽にご相談ください 


