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1月から2階のカフェ パルミラにて東雲の丘式生涯学習プラットホーム「カルチャーレストラン」が正式オープンし
ました！カルチャーレストランとは、自分でパソコンを操作し、様々な講座から楽しく学ぶことができ、参加されている
方々とコミュニケーションが取れる場です。体験受講(50分間)も出来ますので、是非一度ご体験下さい！パソコンを
触った事がない方でも担当者が操作方法を教えますので、安心して学ぶ事が出来ますよ♪
【営業時間】10:00〜19:00
【場
所】2階カフェ パルミラ内
【講座内容】パソコン初級・中級講座、iPad講座、情報モラル、脳トレくらぶ、脳トレ読書、デコ
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謹賀新年
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ショートステイ
（短期入所）
のご利用もお問い合わせ下さい。

【実施地域5市4町】
那覇市・糸満市・豊見城市・浦添市・南城市・八重瀬町・南風原町・与那原町・西原町・他

ிᩏ↝ɯ‒ᣐ⇛∞⇹⇟ʙಅ
高齢者福祉施設のこころ配りを念頭に、
専属管理栄養士による管理された、
安全で美味しい食事を
普通食
キザミ食
流動食
朝食、
昼食、
夕食と毎食1年365日ご自宅へ配達致します。
・朝 食・
・
・430円
（7:15〜8:30）
・昼 食・
・
・550円
（11:15〜12:30）
・夕 食・
・
・550円
（16:15〜17:45）
※ご希望に応じ病状に合わせた食事提供を行っています。
ごはん・
・
・おかゆ、
アチビー、
マンナンライス
（コンニャク入り）
、
低タンパクごはん、
ミキサー食など
おかず・
・
・常食・きざみ食・ミキサー食など ※主な治療食→糖尿病、
腎臓病など

【サービス提供範囲】南城市・南風原町・与那原町・西原町・八重瀬町
※離れて暮らすご家族様にもご安心いただけますよう配達時に安否確認サービスを実施しております。
※南城市食の自立支援事業については、
南城市からの助成があります。
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クラフト、ペーパークラフト、水彩画、Word絵画、山の幸染め、ライフケアカラー、
デジカメ・写真講座、アルバム作成講座、写真で綴る自分史講座、大人塾（英語・
数学・理科・社会）、旅行会話（英語・中国語）、わくわく旅気分 他30講座以上

みんなで話して歌って、
踊って笑いましょう！
笑っていますか？
ひとりで家にこもっていませんか？
体、
動かしていますか？
車椅子に座ったままで出来る楽しい体操もありますよ。
住み慣れた自宅でいつまでも暮らしたい。
そんな皆さまの思いを、
東雲の丘は全力でサポートします。
健康チェック・食事・入浴・リハビリ・レクリエーション・季節ごとの楽しい行事を日帰りで楽しんでいただけます。
のんびりゆったりできるふれあいを心がけています。

ἻỶἧ

平成 29 年 1 月、新年あけましておめでとうございます。
昨年中は地域の皆様にはひとかたならぬご支持・ご協力をいただき大変お世話になりました。
感謝申し上げます。
さて、社会福祉法人は「改正社会福祉法の実施」が、平成 29 年度から施行されます。
情報開示・公表・第三者評価・社会貢献が義務付けられています。
そこで、社会福祉法人 憲章会は、ユニットケア ( 少人数制個別ケア ) 実践の中で、
広域連合からの介護相談員の受入れ、小中校介護体験受入、教育法に基づく教師免許取得研修受入、
ユニットリーダー研修生受入、沖縄県指定介護職員初任者研修受入、
EPA 介護福祉士候補者生受入など、たくさんの研修生・ボランティア受入れを通して、
情報を開示・公表・第三者評価を受けております。
また、社会貢献の一環として、地域公民館での認知症サポータ養成講座の開催、
カルチャーレストラン事業の開始などに力を入れています。
加えて、義務づけ対象法人ではないが、公認会計士による監査を四半期ごとに実施するとともに、
税理士による監査を毎月実施しています。
理事会・評議員会の開催も四半期ごとに実施しています。
今後も社会福祉法人としての役割を果たすべく、東雲の丘で働く職員一丸となって
“常に第三者に見られている” ことを意識して、地域の方々のニーズに即対応できる
体制作りに取組んでいきますので、今年も宜しくお願い致します。
統括本部長 上里絹代
★1/4 新春職務会・理事長挨拶
★1/10 〜 13 新規職員園内研修
★1/16・19・21・23 研修担当部長による「ユニットケア」園内研修
★1/31 介護サポート部門会議・ユニットリーダー会
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2016.12.1
しののめ nursery school
生活発表会＆クリスマスに子供たちに
プレゼントしたいとサンタクロース
（前黒島次長）が寄贈 (^^♪
子供たち貰える日を
楽しみにしています !

2016.12.2
今日は、1 階のアクロポリスホールの
クリスマスの飾りつけをみに行きました。
子どもたちみんな目をキラキラさせて
喜んでいました！！！

2016.12.21
職員の子供一時預かり♪
秋晴れの運動場で
のびのびと遊んでいます。

2016.12.9
しののめ nursery school０歳児の
クリスマスプレゼントを入れる靴下…
保護者の方々の手作りです。
夢がありますね。
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2016.12.4 ふれあいクリスマス忘年会開催！
（デイサービス、有料老人ホーム、ショートステイ、ボランティア謝恩）
利用者の方々・御家族・理事役員・ボランティア比嘉先生、稲嶺さん、伊是名さん、
マイケル中本さん、入里先生・大田スミエ流武道場の皆様）が参加され楽しい時間を過ごしました。
感謝です♪

2016.12.11 グループホーム 1 号館・2 号館合同クリスマス・忘年会
メリークリスマス
入居者、利用者、そしてご家族の皆さんと楽しい時間を一緒に過ごすことができました。
今年は、グループホーム共用型デイサービス開始にあたり、
1 号館、2 号館合同で開催することができました。
主役こそ入居者、利用者であり、音楽に華を添えてくれた余暇活動 ( 音楽会 ) を
担当されている入里叶男先生、
東雲の丘琉舞クラブ職員の皆さんが
会を盛り上げてくれました。
2016.12.4 NAHA マラソンエントリー♪ グループホームでは地域密着事業の一環として
地域の人と人、地域の輪で繋ぐ支える、
東雲の丘 職員の皆さん！！
地域に根ざす役割として職員一丸となり
竹越課長、さつき主任、幸喜さん、
瀬底副主任、伊芸さん、
取り組んでいきたいと思います。
フィリピン共和国介護福祉候補者アンディさん
〜応援していますね♪
石川貴美子管理者発信

社会福祉法人憲章会 東雲の丘は 2010 年から日本とインドネ
シア・フィリピンとの間で締結された日尼経済連携協定 ( 日尼
EPA)、日比経済連携協定 ( 日比 EPA) に基づくインドネシア人、
フィリピン人介護福祉士候補者の受入を開始し、今年で 7 年目
を迎えます。この 7 年間で EPA 候補生 12 名が介護福祉士国家
試験にチャレンジし 9 名が合格し、介護福祉士として又は、福
祉関係、医療関係で世界各地で活躍しています。今年の 2017 年
1 月 29 日 ( 日 ) にも 3 名の EPA 候補者が介護福祉士国家試験に
挑みます。3 年間勉強と就労を両立して頑張ってきた努力を思う
存分発揮してほしいものです。ガンバレ！！
新しい EPA メンバー 4 名も 12 月から東雲の丘で就労開始となり、12 月 15( 木 )
に EPA インドネシア人・フィリピン人介護福祉士候補生入社式が行われました。
既に学習と就労の両立に奮闘中です。彼等も 3 年後には介護福祉士国家試験に
挑むメンバーです。国籍関係なく、一人の福祉を愛する若者がこの沖縄で学び、
成長していく姿を東雲の丘は応援し見守り続けます。

ガンバレ未来の EPA 介護福祉士達！！

世界と繋がる東雲の丘

2016.12.24 に行われたしののめ nursery school の生活発表会＆クリスマス会です♪
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2016.12.20 しののめ nursery school 運動場に鉄棒が設置されました！

