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わ そ う
社会福祉法人和創会

熊本市南区富合町古閑994-1

☎ ０９６ー３５８ー４１１７

令和４年のお正月を迎えることができましたこと

心よりお慶び申しあげます。

コロナ禍の中での和創会となり、初めての新たな年を迎えま
した。ご利用者・ご家族の皆様方のご理解、ご協力を受けな

がらなんとか新年を迎えることが出来ました。

「２０２２年」「寅年」を迎えるにあたり、新規事業として

は４月に熊本市南区富合町に放課後等デイサービスの開設予

定としております。また、各事業所・各委員会で職員一人一

人の気持ちを大切にしながらより一層の努力をして参ります。

「地域の皆様と共に歩む社会福祉法人和創会」を目指します。

施設長 隈部成宏

あけまして おめでとうございます。

特別養護老人ホーム ゆうとぴあで介護

職として勤務している山田美加です。

私は昨年、介護支援専門員試験に合格

しました。今回、合格できたことで自

分自身を褒めてあげたいと思っていま

す。今後は無事に研修を終えて、利用

者様ご家族様の思いをしっかりと聞き

取り気持ちに寄り添った支援

が行えるよう、少しずつ

でも前に進むために頑張っ

ていきます。

新たなチャレンジ！

あけましておめでとうございます。

「みんなで一緒につくる社会福祉法人」を目指し、「和創会」という新しい

名前になってから1年が経ちました。

令和3年は、新型コロナウイルス感染予防に向けて、介護・福祉施設、事業所

が一丸となって努力をしてまいりました。未だ新型コロナ感染は収束しており

ませんが、ワクチン接種、換気、消毒を万全にし、また、利用者の皆様の健康

が維持されますようさらに尽力を致します。

和創会となって、私達は、よりよい介護と福祉に寄与するためには、利用者様、ご家族様との、そし

て職員間での対話と共感と信頼が必要だと信じてまいりました。「それぞれの人の声にはその人にし

かない響きがある」、という格言があります。皆様から渡された言葉には、渡される側にそれを聞き

取る感度がなければならない、と私達は自覚し、研鑽を重ねています。

和創会では、地域や利用者様、ご家族様から「渡される言葉」をお聞きしたいと考え、ネットＷＥＢ

を活用し、「スタジオ和創」、「わそう日記」などを掲載し、私達の仕事や活動を皆様に知っていた

だけるよう新しい努力をしています。

私達は、超高齢社会という現実に向き合いながら、「人間よ、人間に敬意を」という信念のもとでの

介護、福祉となるよう、さらに令和4年に頑張っていきたいと存じます。

何卒、皆様からの益々のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。 社会福祉法人和創会

理事長 由井 照二

新年の

ご挨拶
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「この場所で」
デイサービスセンターいつものところは城南町の商店街や学校など、人が行き交う

場所に位置しています。天気の良い日には、外に出て地域を散歩したり、畑で園芸活動

をしたりショッピングをしたりと活発に活動しています。地域の中での交流や生活リハ

ビリは利用される方々に自信や笑顔を取り戻させてくれます。今月の地域とのふれあい

を一部ご紹介いたします。

デイサービスたんぽぽの家では昨年よ
りコロナ禍で様々な行事を中止していまし
たが、コロナ禍でも何か楽しめることはない
かということで、日頃行っているレクリエーショ
ンを活かして10月に“秋のスポーツレクレ
大会”を開催しました！！

競技内容は（グラウンドゴルフ・輪投げ・スリッパ
飛ばし・ペタンク）と（景品付きの物つかみ競争）5

種目で個人戦とチーム戦に分けて実施しました。
競技中は賑やかな声援と笑顔が見られ、プレーに臨まれ
る真剣なお姿や上手くプレーが出来ると「よし」、「やっ
たー」と喜ばれたり、あまりうまく出来なかった時は「あ
～あ」と悔しがっておられたり、上位入賞でワッペン贈呈
の際、涙ぐまれ喜ばれていたり、と様々な場面がありまし
た。
利用者様からは「楽しかった「面白かった」との声がたく
さんあり、これからも楽しみを持って活動していただける
ような取り組みを行っていきたいと思います。

デイサービス
たんぽぽの家
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ケアハウス アメニティ富合

ケアハウスは、できるだけ在宅に近い環境で、自立した（または自立に近い）生活を送

ることができるよう支援する施設です。令和元年からの感染対策により、一日の過ごし方

が変わりました。ご面会の中止や、外出を控えて頂くことから始まり、食事の場での感染

リスクを避ける為、昼食以外は各居室でお食事をとっていただいています。そのような中

でも、オンラインでの面会開始や施設周囲の散歩、共用ベランダでの運動、室内での活動

を続けてまいりました。コロナウイルスの終息を祈りながら、常に新しい感染対策を工夫

し、安心して生活を送ることができますよう、努力してまいります。

訪問理・美容でのカット、パーマ

毎週土曜日の体操教室
制作がお好きな方々による作品

テレビゲームで卓球に挑戦！

スーパーの出張販売

彩は、介護が必要になった場合でも身体状態にあ
わせて食事や入浴、排せつなどの介護や掃除・洗濯・

買い物などの生活支援、機能訓練などを受けながら、

可能な限り自立した日常生活を送ることができる施

設です。

毎年、９月にご家族を招待して敬老祝賀会を開催

していますが、今年は入居者１０名と彩職員で盛大

に敬老祝賀会を開催しました。長寿のお祝いの方は

４名おられ、その内１０７歳の男性 入居者様（熊本

市長寿第一位）は、元気に歩行器を利用して散歩さ

れている毎日です。他の入居者様も励みになると目

標にされています。

特定施設入居者生活介護 彩（いろどり）

写真につきましては承諾を得て掲載しております。
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デイサービス方保田薫寄堂（山鹿市方保田）

デイサービス方保田薫寄堂では、年末恒例の手芸教室が人気のプログ
ラムとなっており、２０２２年の『寅年』に向けて皆さま集中して「虎」
の置物を制作されています。

毎年この干支づくりを楽しみにされている方も多く、薫寄堂の年末の風物

詩となっています。羊（ひつじ）から作り始めたこの「干支の手芸教室」

も８年目を迎えました。ご自宅にお邪魔するたびに、玄関やお部屋に並べられていく作品を見
ていると、私たちも嬉しくなります。

この教室を毎年開催することができるのも、地元に
ある手芸店のご主人から素敵な見本を制作していた

だき、必要な材料から作り方まで、スタッフへ教え

ていただいているお陰です。

お店のご主人、そして毎年楽しみにご参加いただ
いている皆さま、本当にありがとうございます。

干支づくり

コロナ禍の影響から長くお休みをいただいていましたが、令和３年１０月１日にリニューアル

オープンしました。

装いを新たに、富合地域の皆様のご協力のもと新鮮野菜や手作り小物など、たくさん取り揃え

ています。お買い物や休憩に、お気軽にお立ち寄りください。

地域の皆様が集い、憩いの場として活用して頂けるよう皆様をお待ちしています！

日時：毎週（金）（土）９:００～17:００（冬季は16:00まで）

おすすめは

手作りのかわいい小物

インスタグラムでは、

最新情報を提供中！

登録お願いします！

★和創会のホームページ 日々情報更新中☆

自宅でできる運動の紹介や、児童デイサービスでの遊びの一例など
様々な動画を配信しています♪
チャンネル登録も宜しくお願いします(*^▽^*)

“和創会”で検索していただくと、施設のホームページをご覧頂く
ことができます。
各施設の（仮）入所申込もホームページから手続き可能となりました！
✿YouTube スタジオ和創

QRコード

QRコード

和創会マスコット犬

はるちゃん

ぜひ見てね！
✿法人ホームページ
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