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社会福祉法人 憲章会 特別養護老人ホーム
特別養護老人ホ ム 東雲の丘

今年1月から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」が正式オープンになりました！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、パソコンを触ったことがない方
でも一から学ぶ事ができる講座です。
これからの時代、ITがますます重要(必修)になってくると思われます。
この機会
に是非学んでみてはいかがでしょうか？体験受講も出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい！
！
【営業時間】9:00〜18:00（定休日なし）
【場
所】2階カフェ パルミラ内
【 受講料 】8,000円 (月額)
【講座内容】パソコン初級・中級講座、Word/Excel/PowerPoint講座、iPad講座、
脳トレ、デコクラフト、ペーパークラフト、水彩画、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、大人塾（英
語・数学・理科・社会）、旅行会話（英語・中国語）、他30講座以上

東雲の丘 ディサービスセンター『パルテノン』
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。
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

東雲の丘 配食サービス事業所
高齢者福祉施設のこころ配りを念頭に、
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、
夕食と毎食一年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。

高齢者に関する事は、 何でもお気軽にご相談下さい！
〇特別養護老人ホーム 東雲の丘
〇東雲の丘 グループホーム
〇共用型認知症対応型通所事業
〇在宅型有料老人ホーム マチュピチュ
〇東雲の丘 デイサービスセンター
〇東雲の丘 ショートステイ
〇東雲の丘 配食サービス事業
〇居宅支援事業所 東雲の丘
〇サービス付き高齢者住宅 ハナミズキ
〇しののめ小規模多機能型居宅支援事業所
〇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
〇しののめ nursery school （Ⅰ・Ⅱ）

定員 100 名完全個室型のユニットケアが特徴です。
定員 18 名完全個室型の認知症ケアが特徴です。
定員 6 名認知症対応の 「通い中心に」 在宅生活を支える事業です。
定員 20 名自立から要介護者までどなたでも入居できる施設です。
通い中心に在宅生活を支える事業です。
年中無休で必要に応じて 「泊り」 が出来る事業です。
管理栄養士の献立のもと朝 ・ 昼 ・ 夕と毎食配達が出来ます。
介護保険に関することを利用者の立場でケアプランを作成します。
定員 18 名 60 歳以上の虚弱な方から利用出来ます。
定員 25 名通いを中心に 「泊り」 や 「訪問」 のサービスが受けられます。
パソコンを利用した高齢者向けの自立学習型生涯学習教室
小規模型事業所内保育園 （19 名）、 企業主導型保育所 （21 名）

社会福祉法人 憲章会
特別養護老人ホーム 東雲の丘
〒901-1203 沖縄県南城市大里字大城 1392 番地

TEL:098-946-2051

https://www.kenshoukai.or.jp/ または” 東雲の丘” で検索！
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平成 29 年度に記憶に残るもの
社会福祉法人 憲章会
理事長 石島 衛
平成 29 年度は、改正社会福祉法⼈制度改⾰の下で、新定款、同執⾏細則、役員報酬規程などが制定され、
平成 29 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏された。同年 6 ⽉ 21 ⽇には、新役員（理事、監事）が選出され、職員から
上⾥絹代⽒と宮城盛健⽒が理事に選出された。当法⼈の事業を熟知する両⼈の活躍が期待される。また、平成
29 年度には次の新規事業が記憶に残る。
⑴ 企業主導型保育所の整備事業
平成 28 年度に開所した乳幼児（0 歳から 2 歳児）向け認可事業所内保育所と連携して幼児（3・4・5
歳児）向け認可外企業主導型保育所が整備された。⼦供とお年寄りの融合が可能となる画期的な事業だ。
⑵ 外国⼈技能実習制度の下でのベトナム⼈介護技能実習⽣の受⼊事業
⽣産年齢⼈⼝の減少が顕著になる中でベトナム⼈介護技能実習⽣を受け⼊れる事業を始めた。⽇本にお
けるベトナム⼈介護⼠や受⼊事業者らを指導する政府認定管理団体である「⾃由⽣産消費共同組合・略
称 JSS」と業務連携協定を終結した。平成 30 年度の 4 ⽉から 8 ⽉にかけて 6 名のベトナム⼈介護技能
実習⽣が当ホームで介護業務を学びつつ働くことになる。画期的な戦略的業務提携だ。
⑶ 離床アシストロボットリショーネ Plus の導⼊事業
離床アシストロボットリショーネ Plus を導⼊することで、2 ⼈介助を基本としていたものが、1 ⼈で安
全かつ容易に離床・移譲できるようになる。安次富尚⼦主任の提案が功を奏した画期的な離床・移譲⽀
援ロボットの導⼊だ。また、移譲の際の事故を低減することがリショーネ Plus の⼤きなメリットだ。抱
えた際の表⽪剥離などの危険性を低減し、また抱えたときの「拘縮」による転倒リスクも低減できる。
⑷ ⾷事介助⽀援ロボット「ごっくんチェッカー」の導⼊事業
ごっくんチェッカーは、嚥下⾳、つまりモノを飲み込むときの「ごっくん」という⾳を聞いて、正しく
飲み込めているかを確認できる⾷事介助⽀援ロボットだ。安⼼して⾷事介助にあたれる。当ホームの夜
勤専属介護⼠の野原靖加さんのおすすめだ。
⑸ ⽇本総合福祉アカデミーと分校業務提携を推進する事業
当法⼈が⽇本総合福祉アカデミーの実務者研修のためのサテライト施設（分校）となることは、実務者
研修の修了を奨励することで、国家資格である「介護福祉⼠」を増やすことができ、報酬加算の対象で
ある介護福祉⼠を恒常的に確保することができる画期的で戦略的な提携事業だ。
⑹ 佐敷⼭崩原太陽光発電システムの整備事業
遊牧地に太陽光発電システムを整備できたことは画期的だ。

統括本部長

★3/1 〜 3, 5 新規職員園内研修
★3/7 介護保険集団指導
★3/8, 10, 12, 15 園内研修
★3/25 生年祝い
★3/30 地域会議、介護サポート会議、リーダー会

以 上
上里絹代
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子ども達が作ったひな人形

ナーサリーのお雛様

今年も元気に
みんなで遊ぼう♪

殿〜〜〜♪

ちらし寿司（美味しかった）

入居者の笑顔と職員の頑張りをご覧ください

2018.2.1
平成 29 年度第 5 回理事会開催！！

2018.2.1夜勤者健康診断！
沖縄県健康づくり財団による
健康診断実施！！

手作りひな人形で記念撮影

入居者の日常生活をスナップ写真にまとめてみました♪

しののめナーサリースクールの楽しい毎日

保育指針の中に、保育所とは「子どもの養護と教育を一体的に行う」という言葉が
あります。それは保育士等が子どもを一人の人間として尊重し、その命を守り、情緒
の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくよう丁寧に援助
することを指します。
平成 30 年 3 月 2 日（金）ナーサリースクールでひな祭りを開催致しました。
子ども達の衣装やひな人形は先生方の手作り。
衣装もさることながらモデルもバッチリでしょう♪

～ しののめライフ 社会福祉法人 憲章会 特別養護老人ホーム 東雲の丘 2018 NEWS ～

2018.2.6 ～
ユニットリーダー実地研修！

2018.2.23
知念トミさん、89 歳のお誕生日
おめでとうございます♪

外出支援♪
食事スナップ①

デイサービスの
利用者にごあいさつ①

食事スナップ②

特養のおばぁちゃんにご挨拶

デイサービスの
利用者にごあいさつ②

ひな祭だよ♪全員集合

子どもの発達過程に応じ、健やかに成長することを目的とし、自然と触れ合う活動
を豊かに展開するよう支援していきます。
みなさまのご協力をお願い致します。

しののめ nursery school 職員一同

