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管理者 永井 達也
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】10:00〜19:00（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』 管理者

前新 俊

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

管理者 照屋 尚秀

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・
・
・450円
（7:15〜8:30）
・昼 食・
・
・580円
（11:15〜12:30）
・夕 食・
・
・580円
（16:15〜17:45）
※希望食や特別食を利用される場合は別途70円加算されます。
・希望食・
・
・好き嫌い対応・その他希望食対応
・特別食・
・
・軟采食・キザミ食・ミキサー食・腎食・糖尿病・食物アレルギー対応、
制限食など

【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 24 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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『しののめライフ』 は社会福祉法人 憲章会の最新ニュースを毎月 10 日に発
日に発行しております。

EPA トリシャさん
介護福祉士国家試験に
合格しました！
平成 30 年 1 ⽉ 28 ⽇（⽇）第 30 回介護福祉⼠国家試験が実施され、当施設就労 3 年⽬の候補
⽣も国家試験に挑みました。
平成 30 年 3 ⽉ 25 ⽇（⽇）第 30 回介護福祉⼠国家試験の合格発表があり、フィリピン⼈介護
福祉⼠候補⽣のイラノ・マリトニ・トリシャ・イグナシオさんが⾒事に合格致しました。
トリシャさんは既に⺟国での看護⼤学を卒業しており、平成 24 年 6 ⽉に⽇本の国家資格である
介護福祉⼠を⽬指し来⽇し、横浜にある⽇本語研修センターで⽇本語を学び、その後、当施設「東
雲の丘」で就労と学習を両⽴させながら⽇々「介護福祉⼠になる」という夢を実現する為に頑張っ
てきました。
休みの⽇も机に向かい勉強し、また、⽇本語・介護の先⽣と時間を合わせて仕事終わりに更に⾃
ら進んで勉強をするというハードなスケジュールにも耐え、寡黙に打ち込んでいた姿が胸を打ちま
した。その甲斐あって今回の国家試験合格は本⼈はもちろんの事、トリシャさんのご家族、当施設
利⽤者様、職員も本当に⼼から嬉しく思っています。

「トリシャさん。介護福祉⼠国家試験合格おめでとうございます。
」
今年の 7 ⽉から、更にキャリアアップをすべく県外の施設でチャレンジすると決め、東雲の丘か
ら旅⽴ちます。トリシャさんの経験がいつかフィリピンの介護業界に⼤きく繋がると私達は確信し
ています。
これからも介護福祉⼠トリシャさんを東雲の丘は応援してします。
＊トリシャさんの取材記事が平成 30 年 5 ⽉ 18 ⽇の琉球新報にも掲載されています。

副施設長 仲村 寿代

★6/2 ユニットケアホーム開所記念スポーツ大会
★6/4 〜 7 新規職員園内研修
★6/14, 16, 18, 21 園内研修「プライバシーの保護」
★6/17 父の日セレモニー
★6/29 地域会議、介護サポート部門会議
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「しののめナーサリースクールでは子どもたちの食育を目的に活動してます」

入居者の日常生活をスナップ写真にまとめてみました♪

～わんぱくでもいい・・・たくましく育て♪～
～わんぱくでもいい・・・たくましく育て

「じゃ〜ん！ちびっ子ファーム」 「トマト、いっぱい取れました」

「旨そうですねーーー」

「やっぱ！採れたてですね♡」 「まいど！安くしときまっせ♪」 「あーーー働いた！ひと休み」

しののめナーサリースクールの楽しい毎日

昨年（平成 29 年）の秋から、しののめナーサリースクールでは子どもたちの食育を目的に事業所
敷地内に “ちびっ子ファーム” を開設し野菜を育てています。昨年の冬はジャガイモやレタスやピー
マン等・・・いろいろな野菜を収穫致しました。
そして、今年 5 月は子どもたちが育てたプチトマトを収穫。自分たちで育てた野菜は、よりいっ
そう美味しく感じることでしょう。来月 6 月には収穫した野菜を使用し手作りピザを計画していま
す。子どたちは、老人ホームのおじいちゃん・おばあちゃんと共にピザパーティー。きっと楽しい
パーティーになること間違いなしです。今から楽しみ～♪
また、保育園内では食育の支援として “再生野菜” を育てています。保育園内で子どもたちは、
保育士と共に小松菜やネギの根を水に付けて、芽が出て二葉になり、本葉が伸びてくる野菜を目で
見て観察し、手に触れ育つ過程を肌で感じています。
ナーサリースクールの子ども達！これからも畑とお友達になり、土に触れ、虫を見たり、自然の
風や太陽の光を体感し、いろいろな自然を発見しましょう。そして自分で大切に育てた野菜たちを、
感謝しながら、大切に、美味しく頂き、健康な身体の源となり、成長します。そんな食育を目指し、
これからも支援して行きます。
「わんぱくでもいい・・・たくましく育て！」

入居者の笑顔と職員の頑張りをご覧ください

お孫さんよりプレゼント♪

ランネット駅伝豊崎参加！！

平成 30 年 東雲の丘家族会総会

「佐敷山崩原太陽光発電事業所」
落成祝賀会が行われました！

中食試食会も行われました♪

外出支援♪〜 西原きらきらビーチ・知念岬公演・那覇の町・平和公園・西原シティー 〜
外出支援

平成 30 年 5 月 13 日

東雲の丘 母の日セレモニー

「再生野菜①」

「再生野菜②」

「再生野菜③」

「野菜の成長に
興味を持つ」

しののめ nursery school(Ⅱ) 前黒島 智司

