とが出来るのかが大きな壁です︒

中・長期的な体制をどこまで整えるこ

学園としては︑ここ数年の内に︑

とは︑大きな成果であり︑これからも

安定した生活の場を作り上げてきたこ

度改革を乗り越え︑﹁いすみ﹂ の地に

守っていかなければなりません︒

してきたことの一つに︑﹃学園がここ

原井常務理事が何よりも大切に実践

域貢献活動﹂の義務化も気になります︒

話題となっている社会福祉法人の ﹁地

のお蔭︒だから人との繋がりは何より

までこられたのは︑全て周りの人たち

さらに二十七年度は︑新制度に移行
して三年目の見直し年に当たり︑今︑

内部摺保の問題もあり︑目的として

の不透明さもありますが︑具体的に何

ます︒この思いをこれからも引き継い

も大切しなければならない﹄︒があり

でまいります︒

を求めているのか⁝︒

今以上に何が出来るのか⁝︒

しかし︑我々もただそれ
を待っているだけでなく︑

そして︑これまでの経験に
止まっているだけでなく︑

しかし︑この人員確保は︑覚悟して

これまで積み重ねてきたノ

学園の実情を踏まえつつ︑

め職員増を進めてきました︒

いた通り厳しく︑予定の半数以下の道

平成二十七年度は報酬単価の見直し
が行われ︑介護報酬が二％を超えた大
幅な削減となり︑障害分野も連動して

ウハウをどのように地域の

半ばのまま新年度を迎えることになり

中で活かせるかを考えなけ
ればならない時代です︒
二十七年度に入り︑多く

当然︑この働きかけは四月以降も継

ました︒

削減される不安もありましたが︑一月

に障害分野の改定率はゼロと決まり︑
ホッとしたものの収支や規模などに応

続し︑早期に確保するように努めてい

の課題に囲まれています

じた見直しが行われ︑引き続き経営努

きますが︑人口減少期を迎える中︑そ

が︑新たな歴史作りに向け

力が求められる状況となっています︒

して地域性も相まって ﹁人材確保﹂は

に亘り学園の発展に尽力さ

設長であり︑三十年の長き

三月︑いすみ学園の初代施

文末になりますが︑この

をお願い致します︒

今後とも変わらぬご支援

してまいります︒

た一歩を職員一同で踏み出

いすみ学園は︑昨年に学園創設三十

厚労省が﹃小さな拠点﹄構想を掲げ︑

最も厳しい取り組みになってきていま
︒
す

年の ﹁節目﹂を迎えて︑この二十七年

度は︑新たな歴史を積み上げる初年度
になります︒

ぅとしていますが︑それに期待しっつ

職種の統合などを含めて効率化を図ろ

利用者や親・家族の高齢化を迎えてそ

も直ぐに成果がでるものでもありませ

繰り返しにもなりますが︑学園では

の対策が急がれています︒

昨年度︑大規模修繕でハード面の課

特に︑この人員確保の問題は︑いす

れてきた原井利夫常務理事

︒
ん

み学園の職員年齢層から三年先︑五年

題を減らし︑さらにソフト面の課題に

対応するため︑検討委員会を設置して

先を考えると︑職員育成に長い時間を

措置の時代から幾多の制

高齢者棟建設などの検討を始めると共

かけられない事情があります︒

が退任されます︒

に︑増大してきた個別支援に応えるた

曹攫懸軍議 ヽ一●・∴∴￣：
顎闘弼勘窺露悪圏話題国憲

∴∵∴ こ、中二：
章一一一∴ ∴∴ ：享∴∴
：●千 把曽甘言欒 l 望守 ま●1で∵・i∴，I∴
∴写、 ∴∴∴∴〃r y揮 蟻醤1主′i守ミ（
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支援課長

堂下

勉⁝
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⁝いずみ学園の高齢虚弱化問題を考察する⁝
○

慨深い思いが募ります︒これからのい

る現実を予測できたのかと思うと︑感

課題︵高齢虚弱化問題︶ に直面してい

職員も︑今私たちが抱えている新たな

は︑はたしてご家族の皆様も我々支援

昨年6月に無事に終えたが︑50年前に

いすみ学園創立00周年記念式典を︑

共有した理解として進めています︒

この案件については︑適時に全職員に

弱化問題に特化した検討部会であり︑

催している最中であります︒高齢・虚

建設検討委員会﹂として検討部会を開

す︒現在︑正式名称として︑﹁高齢者棟

め︑学園職員で発足した経緯がありま

討委員会﹂を︑保護者会長・理事を始

e●○●e●●●e●e●0●○●0●0●㊤●0●○●e●6●〇・〇●o●●●○●石●⑱●0●●〟を●〇〇〇○○●○●㊤●○●●●●●①●①●e●e●○●0●○●○
●

⁝

すみ学園の在り方を考えた時︑この00

開が必要でしょう︒その意味合いにお
いても﹁短中期事業計画﹂ の重要性が

という事実も真撃に受け止めた事業展

我が子の将来の安住を求め︑あらゆる

ありませんでした︒親御さんたちは︑

たちの支援は︑現在のように自閉症セ

次にご家族の思いを考えてみましょ

求められていくものと理解していま

活動をこなし︑やっとたどり着いたの

年の歴史から読み取れるように︑先々

す︒今︑我々が最も優先して解決すべ

が﹁いすみ学園﹂ であり︑不運であっ

う︒今から50数年前は︑自閉症者の人

き課題として︑高齢虚弱者であっても

ても幸せに暮らしていける﹁生活の場﹂

した高齢虚弱化問題は︑若年層であっ

の思いは︑親亡き後でも託せるという

て安堵されたことと察します︒ご家族

も各班の定番商品の他に︑新商品﹁ゆ

販売・絹さやの苗・パックンポーチ・

ず大根・型抜きクッキー・味噌の試食

﹁生き活き展﹂開催中は利用者の見

万木織りロール﹂などを販売しました︒

学も実施し︑いすみ学園や他の施設の

平成27年2月22日︵日︶から磐田

︵水︶ の4日間にかけて ﹁僕らはみん

商品も見れて楽しそうでした︒また︑

も多く︑いすみ学園の商品を楽しみに

な生き活き展﹂ が茂原のアスモショッ

支援学校が集まり ﹁ハンデキャップを

している常連のお客様もいました︒お

ピングセンターにて開催されました︒

持っている人たちへの理解を深めても

客様の中で木更津から来たと言ってい

活き展を楽しみにしているフアンの方

らうこと﹂を目的とし︑今回で第23回

お客様の中には︑毎年開催される生き

になり︑いすみ学園が生き活き展の幹

たお客様がいずみ学園さん ︵石鹸班︶
の固形石鹸は﹁汚れがよく落ちる﹂ か

長生・いすみ地区の福祉施設及び特別

開催する事ができました︒

事施設となり︑皆さんの御協力を得て︑

は知らなかったようで︑びっくりした

らと買いに来られ︑液体石鹸があるの

学園の利用者︑職員にとっても楽し
みのイベントで︑この日の為に一生懸

していきました︒

様子でしたが﹁嬉しい﹂と言って購入

ました︒

︵支援員 金城 正直︶

感謝申し上げます︒ありがとうござい

協力頂いた皆様︑ご来場頂いた皆様に

モショッピングセンターをはじめ︑ご

場を提供していたいただいた茂原アス

最後になりますが︑生き活き展の会

と思います︒

にいすみ学園の事を知ってもらいたい

し︑すぼらしい商品を作り︑沢山の人

今後の商品を作っていく中で参考に

発見もあり︑いろんな御意見も聞け︑

今回︑お客様と接する事で︑感動や

たい﹂ と喜んでいました︒

るお客様が﹁説明書があるのでありが

ゃすい育て方の説明書もあり︑購入す

3班のブルーベリーの苗は︑わかり

命に作品作りに励んできました︒今年

●∴

の事は不透明な部分も実存してしまう

安心して暮らしていける方向性を明確

を求め︑さまよった生活より解放され

ても︑幼少よりの行動障害が起因する

ことが前提となります︒昨今障害者を

ー帥清朝1− 品選 ．．

ンター等の事業所が存在した時代では

にしていく事です︒自閉症者を中心と

虚弱化傾向の問題は︑数年前より︑日

最後に︑﹁高齢者棟建設委員会﹂ の

とりまく法制度の度重なる改正等もあ

に共有して進めてきたと言えますが︑

発足は︑これからの知的障害者支援施

中活動や余暇支援︑また夜間支援の在

とは言え高齢虚弱者への支援を考えた

設における︑共通した課題でもあるか

りますが︑親の願いに変わりはありま

とき︑先ず優先すべき課題として︑ハ

と思います︒いすみ学園では︑理想の

り方等︑我々の論議の中心となってき

ード・ソフト両面の課題整理が急務で

在り方を追求し︑実現に向けたスター

せ
ん
︒

ありました︒こうした事情を踏まえて︑

トを切った段階と言えます︒

たと言えます︒検討課題として全職員

昨年8月27日に第1回﹁高齢虚弱者検

／：薄着蒜曹 高説 」劇
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﹃健康よもやま話﹄
その⑳
理事長︵埼玉医大名誉教授︶

今回は︑最近何かと話題の多い認知

まあるい広場にて

丸山さんの個展

最後となりますが︑今回貴重な機会

︵支援員 片岡 彰則︶

雪／、￣ −＼叶一一一一

く欠如しているというのがこの病態の

目立つのは︑昔のことはよく覚えてい

本質的な特徴といえるでしょう︒特に
るのに︑直近のこと ︵例えば朝ごはん
を食べたことなど︶ を覚えてないのが
またもう一つの特徴は︑いわゆる

特徴です︒
平成27年3月3日から日日まで︑千

自分の間違いを人から指摘されると︑

会まあるい広場に併設する ﹁ギャラリ

葉市若葉区にある社会福祉法人九十九

﹁取り繕い反応﹂ といわれる症状で︑
笑ってごまかしたり︑実際にはやって

症について考えてみましょう︒

認知症というのは︑一口で言えば︑

丸山さんの作品は抽象的な表現が特

ーC u e9﹂ にて︑いすみ学園を代表

徴で︑大胆な色彩と力強いタッチにひ

する芸術家︑丸山陽さんの個展を開催

います﹂ と答えます︒﹁では︑今日は

もいないのに︑やっているような嘘を

どんな番組を観ましたか？﹂ と聞くと

平然とつくような状態をいいます︒し

ことを記憶に留めたりする︑人間らし

きつけられますが︑構図や描写からは

目や耳その他から入る外からの色々な

い社会的適応能力が失われ︑自分一人

﹁まあ︑色々ですね﹂ とか ﹁NHK以

繊細さもうかがえます︒更に︑豊かな

人間が人間らしい知的活動を営むため
に必要な大脳の働きが衰えるために︑

で自立した生活を営むことが困難にな

外は観ません﹂ というような抽象的答

感性を蒔つ迫力が︑見る人に感動を与

形で︑初めての他ギャラリーでの展示

る程︑大脳機能が低下した状態と言う

えでごまかします︒しかも︑本人は嘘

えてくれます︒現在も風川美術館のア

致しました︒今回はオファーを受ける

ことができます︒ただ一口に認知症と

をついているという意識は全くないの

トリエにて師事する小滝正道氏に指導

かも︑本当にそのことを自分はやった

いっても︑その内容は様々で︑アルツ

で︑質問者はついごまかされてしまい

を仰ぎ︑日々作品製作をしています︒

と思っているのです︒例えば︑実際に

ハイマー型認知症︑脳血管性認知症︑

ます︒ここがいわゆる老人ボケとの大

今回はその中でも︑入選作品を中心に

情報をキャッチして理解し︑分析して

レビー小体型認知症が最も多く︑次い

きな違いです︒

絵の変遷を見ることが出来る貴重な個

となりましたが︑沢山の来訪者があり︑

で脳血管性 ︵脳卒中の後遺症など︶ の

繰り返しになりますが︑①直前にあ
った事を忘れている②自分が忘れてい

展となりました︒

大成功のうちに終える事が出来ました︒

もので︑その他のものは極めて少ない

ることを忘れている ︵病気の意識は全

を頂いた︑まあるい広場施設長高本涼

はテレビを見ていないのに ﹁テレビは

とされています︒最も代表的なアルツ

くない︶ ③適当な言葉でごまかす ︵い

子様を始め職員の皆様の御協力に感謝

観ていますか？﹂ と質問すると ﹁観て

ハイマー型認知症について︑その特徴

かにも本当らしく取り繕う︶ の三つが

致します︒今後も︑芸術を通した様々

動を生み出したり︑あるいは経験した

を簡単に述べてみましょう︒一般の方

老人ボケとの最大の違いと言われてい

な交流の和が広がればと思っておりま
す︒

油壷軽壷薗

ゝ￣高ii、

判断を下し︑それに見合った適切な行

がよく持たれる疑問は︑いわゆる老人

ます︒ただ︑実際には︑ある程度症状

新旧の作品22点を展示し︑丸山さんの

ボケとはどこが違うのかという点で

が進まないと︑中々鑑別は難しいこと
︵つづく︶

ではなく︑﹁自分が忘れているという

も事実です︒

す︒その最大の違いは︑単なる物忘れ

事を忘れる﹂︑言い換えれば病誠が全
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いずみ市と福祉避難所
設置協定に調印

二十七年一月二十七日︑いすみ市と

市内の五福祉施設で調印︒福祉避難所

とは︑災害発生時に一般の避難所では

け入れる避難所で︑いすみ学園も地域

生活が困難な要介護者とその家族を受

いすみ学園

い
る
︒

いすみ苑

の一員として協力していくこととして

指定障害者支援施設

愛恵苑

協定締結施設

特別養護老人ホーム

シルバーガーデン

特別養護老人ホーム

茶ノ木台くらぶ

これまで指定の施設 ︵
一
箇
所
︶

千葉県立夷隅特別支援学校

特別賞護老人ホーム

さ

特別養護老人ホーム
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露茜
明るい笑顔とチームワークで、こだ
わりの一品を全国に届けます。

いつでも居室がきれいになっている
ように、掃除をしています。
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函商圏蘭

みんなが、伸び伸びと活動できる一
年にしたいです。元気に頑張ろう！！

雄二19100L i00￣

∴

JL Lふ∴−」音色∵」書証

五品 溺

う ＿／＿ しt t

笑顔で元気に体を動かして、万木城
と農道をきれいにします。

おいしい野菜をみんなに食べてもら

元気で、明るく、楽しく、精一杯

うぞ！！

仕事を頑張ります。

面開口苦

G実習勝浦聯

G実習大原聯

（竺

4月に新メンバー2人（利用者1名 職
員1名）が加わり、パワーアップした
万木工舎班です。どうぞよろしく！！

個性豊かな面々が揃う勝浦班！

新年度も、おいしい鮭を協力して

新年度も張り切って行きましょう！！

作っていきましょう！
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堅著繋話題擾義
金襲瀦叢鰭
平成二十六年四月から平成二十七年
三月までの間に御寄付を賜りました
﹁後援会会員﹂ の皆様のご芳名を記載
させて頂きます︒有難うございました︒

紙面の都合上︑敬称は略させて頂きま

寺本キヨ・斉藤日出子・中津ヒロ子・
時津久代・井口ユキエ・小倉孟・川田

郎・中川美津江・市川洋子・落合邦
行・牧千代子・三重玲子・落合直美・
常本一興・常本久美子・佐々木辰雄・

小沢育圃・吉田みつ子・喜屋武隆一

中三枝子・片岡健太郎・銅谷勝子・西
山光江・原井利明・芳賀勝子・原井恵
二・河田昌代・坂本和也・西潟美渓・
町山久子・土田修二・未満節子・五十
嵐敏子・高田芳允・竹谷虎雄・三浦圭
子・木下美恵・小田嶋勉・稲葉伸子・
飯田香・梅岡広子・浅野優子・江幡
誠・斉藤晴夫・由井澤・大塚克行・久
保喜平・渡部勇・斉藤嘉津代・会田
操・赤紫昌子・赤嶺淳一・泉富夫・泉
洋子・大石坦・勝俣洋子・北本三千
代・志水嘉明・中村好秀・木造育代・

井沢良子・五十嵐正一・石井千賀
子・菊地一雄・小川清敏・関正明・田

︒
す

み
（5）第100号

郁子・北方故実・土方満喜子・淀野員
代・高橋正江・会田哲也・会田正・植
木俊二・竹田和弘・柏原一英・森田
実・武藤誠・会田洋・植木茂・藤田久
江・藤田あど・大島幸一・服部昭雄・
服部富美子・赤間嘉幸・飯塚英人・内
山亘・矢吹昭久・山岸弘子・北條忠

男・名塚義英・岩崎陽子・岩崎アイ・
中谷利勇・中谷利一・甘粕隆・飯島せ
つ子・若月ヒロ子・川端佐知子・相田
捷二・石黒雄幸・久本ツネヨ・遠藤
進・本名猛・森和子・森孝子・中野光
夫・湯上宏子・花光智恵美・花光英
和・高垣千代・森勝・中西鎮雄・亀山
紀子・相沢雅代・伊藤明男・上村悦
子・大谷光弘・甲斐友美・桐生敏幸・
中西美子・中西且子・坊垣勝彦・横井
葉子・山本和弘・鈴村翠・芳賀竹志・
水戸部章・栗山尚久・辻祐樹・中西宏
仁・高橋昌也・中野達夫・小滝勇太
郎・伊藤幸雄・山内千晶・関口達重・
高橋茂子・関口いせ・千葉ヨシ・愛川

義雄・内山浩・小俣光弘・瀬田武久・
辻和洋・筒井昭子・山樹文子・斉藤恵
子・高橋マリ・橋爪俊子・斉藤澄子・
麻生実・小高成子・川野和永・対米輿
工門・苅米豊・石井荘司・長田重孝・
長田早苗・黒川信行・中村達・杉山恵
子・星田健二・柩下順子・福本聡・村
田宏・村田あつ子・愛川久子・三宝美
千子・尾科弘臣・幸村幸代・中村文
子・池田博樹・守随良子・清水美保
子・岩瀬文江・伊藤信一郎・小峯賢・
吉野いせ・土渕るり子・土渕精一・小

泉眞理子・栗原小絵子・生方里江子・
細谷雅子・細谷幸子・日柄幸子・細谷
友男・朝倉幸子・石田節子・誰高良
子・田中一・佐々木幸雄・戸沢康弘・

宿沢修・若林道子・山口達夫・矢沢千
里・本田真知子・永江加代子・清水潤
二・相沢豊津子・斧輝代・小野英子・
木村奈津江・松戸裕子・川名教子・原
口まり子・若林謙・大森もと子・沼志
賀子・清水啓子・清水弘・清水千代
子・高梨寿美枝・清水裕・松浦蔦枝・
能勢恭子・川本雅巳・清水信之・沢井
一郎・斉藤誠司・猿渡まり子・原田博
司・星野参郎・高梨悟・小林富次郎・
松田美津子・嶋倉是博・永田豊・永田
瞭子・後藤健一・後藤洋子・木野慶
治・清水祐一・甘利紀子・池田恒春・
金原市郎・鈴木たま子・後藤明子・平
松金三・河西祐男・益田英則・益田美
代子・早川恵子・益田和也・今井顕・
今堀享子・青木豊・岡田伍佐久・赤坂
徳子・赤坂和子・浅海正興・江尻尚
樹・江尻恭仁子・江尻全桟・吉沢恵美
子・中村敬・中村ヤエ千・姫野保雄・
近藤和義・上野梢・上野聖子・岩本菊
子・林債子・米丸啓子・米丸孝・石渡
紀久・種市広・本田光・畠山護・津倉
正子・阪本悦子・木村豊二・石川隆
三・木村敏一郎・石川秀男・石川茂・
辻村邦康・佐藤剛・白川均・白川康
子・和座勝朗・和座敬子・辻村純子・
山科敏夫・西田文則・長谷欣之・宮田
茂・大船哲夫・大原俊二・大原夏子・
小野正夫・星芳・大原麻紀子・小泉千

耕一・高山商店・キリスト同信会婦人

寿子・西川喜代子・浅野勝伸・村野主
税・権田孝・土井由起子・山之内玲
子・伊藤恵子・篠原学・黒沢秀雄・月
岡順子・月岡真知子・古屋大蔵・古屋
修・作間公子・杉本郷・木幡道子・ペ
マ・ギャルポ・今井和子・青山庸子・
串田正悟・新藤千香子・中野正和・小
山小夜子・室橋信夫・三池朝子・西沢
敦子・豊村幸夫・久保田武子・北山静
香・中森明子・細井好・滝島義光・原

∴

i

会・芝崎勇二・斉藤実・須田博子

・∴

いすみ学園の活動を支援するために

後援会が結成され︑積極的な活動を行
っています︒皆様方のご協力をお願い

いたします︒

詳細は学園事務局へご照会下さい︒

よろしく
この度︑4

お願いします

細田0回

月より支援員

みを行っています︒

︵
実
践
︶
1︑次亜塩素酸を含んだマットの設置︒

便や嘔吐物の処理と消毒の仕方 ︵同
じく次亜塩素酸を希釈して使用す

グループホーム
さくらの家・たんばばの家に
スプリンクラー設置
いすみ学園がバックアップする2つ

2︑職員︑利用者また保護者への協力

活してます︒彼らの生活を火災等の災

ばばの家︶ は︑現在5名づつ10名が生

のグループホーム ︵さくらの家・たん

として働くこ

︵各洗面所に手洗い方法を設置し励

る︶ を徹底

とになりまし

行︑面会時にはマスク着用︑体調不

6︑マイサポート活動の制限 ︵場所や

録

さくらの家

加茂 正和︶

︵GHサービス管理責任者

への支援強化を図ってまいります︒

後はハード面の充実に加え︑ソフト面

備え︑対策整備が急務と言えます︒今

らす自然災害が多く︑それらに向けた

了しました︒近年では異常気象のもた

横へのスプリンクラーの設置工事が完

え︑設備的な対策として2月末日︑両

難訓練を実施しております︒それに加

害から守る為の取組として定期的に避

た村杉と申し

等︶ 通院時利用者へマスクの着用

良の保護者には面会を制限して頂く

福祉の仕事をしていましたが︑新たな

3︑地域︑夷隅感染症情報等を随時職

4︑職員︑家族の感染の有無を把握

員に伝達

が︑信頼される職員になれる様に務め

京葉介護福祉

食事の選択⁚季節的に食中毒を引き

撮影実施

利用者︑職員対象の胸部レントゲン

対象への肺炎球菌ワクチン接種︑全

5︑インフルエンザ予防接種や高齢者

はじめまし

て︒この春︑

専門学校を卒

起こす食品を避けるなど︶ 移動支援
も同様で県内にとどめ︑また公共の

業し四月から

7︑朝︑夕の全員検温の実施

交通機関の制限

これから皆様にご指導頂きながら︑

謝

次の皆様方から︑たくさんの御寄付

感
な成果になったと実感しています︒今

を頂きました︒厚く御礼申し上げます

︵順不同 敬称略︶

後も継続できる様︑指導に努めていき

願い致します︒

と共に︑今後とも尚一層の御協力をお
︵看護師 鈴木 ゆかり︶

たいと思います︒

員の感染症に対しての知識向上が大き

の手洗い指導が習慣化となった事︑職

健康に過ごすことが出来たのは︑毎日

2年連続で利用者が感染症に擢患せず

地域で流行している中︑H25・26と

8︑迅速な医療機関への受診

了時や外出後等できる範囲での取り組

いのが現状である︒当学園では作業終

毎年懸念される感染症は予測が難し

致します︒

られるよう頑張ります︒宜しくお願い

ーションを取り一日でも早く信頼を得

笑顔を絶やさず︑利用者とコミュニケ

〜 支援員として
お世話になることになりました︒

︒
す

てまいりますので宜しくお願い致しま

す︒まだ不慣れでご迷惑おかけします

気持ちで頑張りたいと思っておりま

ます︒以前も

（村杉昭秀）
（瀬田ふゆみ）
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︵
寄
付
金
︶
・キリスト同信会茅ヶ崎集会・槙の里
後援会・川崎朋子・辻和洋・斉藤嘉津代

・相沢雅代・赤嶺昌江・㈲源氏商店・

︵ベルマーク︶

阪本芳男
︵寄付物品︶
・㈱ピーアイエー・渡邁倭文子・IA

いすみ・皆川会計事務所・㈲源氏商
店・大正大学社会福祉実習指導室・濱
田奈緒美・㈲田辺印刷・岩瀬ラジオ
店・㈲松本設備工業・㈱新清ハイツ・
宿澤修・㈱レオック・全経済関東支
部・㈲高山商店・㈱新環境設計・㈱ネ
クストワン・共生舎なずな薬局・千葉
ノーミ㈱・島村紙店・西村秀美・妙勝
寺・北山静香・ときわざ工舎・村上百
合子・㈱秋葉商店・㈱イカフ・田村直

美・それいゆ花の里・三橋義雄・TB
S・ジャパンフーズ・千葉日報福祉事

業団・㈱新健食

圃 園 圏 圃

いすみの丘は︑今年も見事な桜並木
と菜の花に彩られ︑新年度がスタート
して早一か月が経とうとしています︒

今年度は二名の新たな出会いがあり︑
活気溢れるいすみ学園になるよう期待
に胸が弾みます︒利用者の皆さんは︑
高齢虚弱化問題が表面化していますが
安全・安穏な生活を送る事で沢山の笑

顔が見られるよう︑常に寄り添う支援
をして参ります︒今後とも︑︑ご支援ご
協力の程︑宜しくお願い致します︒
︵生活支援員 岩瀬佳代子︶

題字は高梨嗣子さんです︒

