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32
号つながる “きずな” 広がる “笑顔”

あなたらしさのお手伝い
次長兼総務課長
名倉　直也
支援課長
中村　由美
看護師
岡　公子
三原朋子
支援員
麻生　真和
井崎　良一
處谷　ゆかり

総務課長
真鍋　克彦
支援課長
定松　美里
看護師
今田　千恵
谷間　ゆか

支援員
山跡　英彰
岩田　志眞子
片山　菊子
市原　万敬

（転出者及び退職者） 
３月３１日付

（転入者等及び新規採用者）4月1日付「ありがとうございました。」 「よろしくお願いします。」

※ご利用者様の写真については、ご了承の上掲載しています。
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板倉　和彦

　元号が平成から令和に変わり、早一月が経ちました。ご利用
者の笑顔を引き出せるよう、新しい時代を新しい仲間達と駆け
抜けていきたいと思います。
　梅雨の晴れ間の美しい青空に夏らしさを覚える昨今、どうぞ
お健やかにお過ごしください。

編集後記

総合センター
年間行事予定

人の動き

　8月7日 地域交流納涼祭

9月15日 敬老祝賀会

  11月頃 さるびあ文化祭

  11月頃 地域交流セミナー

ボランティア（利用者のお話相手）の方も募集しております。

洲本市五色健康福祉総合センター長 兼
五色・サルビアホール所長

急募 職員募集！ 地元
高齢者施設で

働いて
  みませんか？

支援員

支援員・訪問ヘルパー
夜間専門支援員

 施設見学も可能。
お気軽に

 お問合せ下さい。洲本市五色健康福祉総合センター　担当：真鍋・西條
☎0799-33-0503

常　勤
パート

短時間でもOK!
応相談

さるびあ

浜坂温泉保養荘浜坂温泉保養荘
〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂775

☎0796-82-3645☎0796-82-3645

　日頃より洲本市五色健康福祉総合センターに対しまして、施設ご利

用者の皆様をはじめ、ご家族の皆様にご理解ご支援をいただき心から

お礼と感謝を申し上げます。

　今年も新緑の色増す季節を迎えました。折しも、新元号が発表され、

“令和”という元号に、それぞれが様々な希望、夢、期待を込めて、次の

時代を迎えようとしています。

　新しい時代が始まりますが、福祉をとりまく環境も、ますます厳しさが

増していく中、当センターといたしましては、現在、施設にご入居されて

いる方々や、これから入居を考えておられる方々が、なによりも「安全・

安心」そして「安定」して暮らせるサービスを「継続」して提供させてい

ただけること。当施設の全職員も「安全・安心」さらに「安定」して働き

続けることができる職場であること。そのような状態を共に喜び合い、

日々 感謝できる施設であり続けたいと願っております。

　今後とも、職員一同一丸となって、介護保険内外の様々なサービス

の充実、レベルアップに努め、高齢者とそのご家族の皆様が笑顔で暮

らせますよう、できる限りの努力をしていきたいと思います。今年度もど

うぞよろしくお願いいたします。

（４）

2019年（令和元年）5月 さるびあ 第32号

地域の
集いの場「都志カフェいっぷく」 喫茶「ほっとファイブ」

お昼のひととき、お茶を飲みながらちょっと「いっぷく」しませんか。 五色・サルビアホールで「ほっと一息」してみませんか？

営業　毎週金曜日１１：００～１５：００（第5週はお休み）

飲み物＋チョコーレート １００円　　
アイスクリーム １００円
サンドイイッチ＋飲み物（奇数週） ３００円
カレーセット（偶数週） ３００円

毎週水曜日 １３：３０～１６：００ オープン
●内容：お話し、手芸、ミニ講座など。
●場所：五色町都志　川原会館
皆さまお誘いの上ご参加下さい。

～メニュー～
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１　多様なサービスの展開

２　地域の元気を支える取組の展開

３　新たな挑戦

４　堅実な運営の継続

※改元を思ってご利用者様が詠まれた川柳です。

「ラウンド・ケア・サービス」への対応
「さるびあサポート隊」の拡大実施

「都志カフェいっぷく」の活性化
喫茶「ほっとファイブ」の活性化
保育児・小学生との交流会の活性化

「ノーリフティングケア」の取組
移動式リフトの導入
見守りシステムの導入

特養の令和元年度収益性の確保について
デイサービスひろいしの里の廃止

令和元年度「事業計画」の
重点項目

地域の一員としての施設づくり

（２） （3）
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こんなことこんなこと 色 あ々ったけど色 あ々ったけど

喫茶『ほっとファイブ』 都志カフェ『いっぷく』

小学校との交流 保育園との交流
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