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今月の表紙
サービス付高齢者住宅「ふる里の風」にて「長江東生園」様による訪問販売をしていただきました。
1 年以上振りの訪問販売に、利用者様は大変楽しまれていました！
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代表よりご挨拶
皆様こんにちは！平素より施設運営に格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。

株式会社ビレッジ・フィールド ふる里の風グループ

さて、コロナウイルス第 4 波の中、「自粛、自粛」と様々な行動制限で日本全体が暗く、落

代表取締役社長 村野秀治

ち込み、まだまだ先が見えない「我慢」が続いています。
このような中、何か「楽しみ」を見つけることは、非常に大事だと思います。私の「楽しみ」
の一つは、メジャーリーガーの大谷翔平選手、水泳の池江璃花子選手、ゴルフの松山英樹選
手など日本人アスリートの活躍です。一生懸命な姿や活躍を観ると元気や活力が湧いてきま
す。
「楽しみ」は人それぞれですが、ご利用者様におかれましては「ふる里の風」に入所、通所
されることが「楽しみ」、元気や活力に結びつけば幸いです。
止まない雨はありません。様々な行動制限の中でも「楽しみ」を見出し、日々、明るく、前
向きに過ごしていきましょう！！

令和 3 年度接遇研修
江戸統括責任者による、事業所毎の接遇研修を実施しました。法
人として一番大事に、力を入れている研修となります。
マスクを着用するのがマナーとなった今、
「顔が見えていなくても
伝わる接遇の大切さ」を職員一同学ぶことができました。

職員勤続 10 年表彰

会社案内カード

ふる里の風のことをもっと知

今年度は全店舗で 7 名の方が勤

っていただきたい思いから、ホ

続 10 年となり、表彰状と記念品

ームページや公式 YouTube 等

が贈られました。

にアクセスできる QR コード

※毎年、法人全体の忘年会の時に

付きの会社案内カードを作成

表彰しておりましたが、今年度は

しました！

感染防止の観点から各事業所で
執り行いました。
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～事業所管理者より～
若葉の緑も色濃く、美しくなる季節になりましたがいかがお過ごしでしょうか。
住吉店では今月より長江東生園様にデイへ来ていただき、訪問販売を実施していた
だけることになりました。コロナ第 4 波が危ぶまれる中、自由に外出ができずにご
苦労されていることと思います。消毒・フェイスシールド着用・換気・パーテーシ
ョン設置等の対策をしっかりとった上で、ささやかではありますが、お買い物を楽
しんでいただければと思っています。これからも皆様のご要望や生活に寄り添える
ふる里の風でありたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願い致します。
管理者

行事・レクリエーション

小林幸弘

※掲載の都合上、実施している行事の一部を抜粋
しております。

バレンタインレク

ホワイトデーレク

トピックス

事業所情報・お問い合わせ

長江東生園様が 訪問販売に
来てくださいました！

デイサービスセンターふる里の風

お菓子やアイス・果物までご

事業所番号：1670103223

ざいます( *´艸｀)

定員数：34 名（通常規模型）

今後も定期的に実施予定な

〒930-0031 富山市住吉町 2-6-19

のでお楽しみに！

管理者：小林幸弘
TEL：076-407-0078

施設内の様子

※フロア、機能訓練室、入浴室等の写真
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～事業所管理者より～
GW の連休が終わったかと思ったら、もう梅雨入りの気配ですね。
新緑をあまり感じる事も無く、このまま夏に突入するのでしょうか。
年始の記録的な大雪、継続したコロナ禍、不安な状態が続いていますが、
「ふる里の風
に行きたい」「ふる里の風に来て良かった」と思っていただけるよう職員一同暖かな
施設作りをして参ります。
4 月に初めての取り組みとして、施設内での花見を実施しました。コロナ禍での新し
い取り組みとして、なるべくリスクを軽減した行事実行にも挑戦していきます。今年
度もよろしくお願いいたします。
副統括責任者兼管理者

行事・レクリエーション
クリスマス会レク

高野知樹

※掲載の都合上、実施している行事の一部を抜粋
しております。

施設内お花見レク

事業所情報・お問い合わせ

トピックス
中田店では「写真展」を検討中！

デイサービスセンターふる里の風 中田

カメラが趣味の高野管理者。

事業所番号：1670104320

撮影した写真の展示を検討して

定員数：60 名（大規模型Ⅱ）

いますのでお楽しみに☆

〒931-8453 富山市中田 1 丁目 11-16

撮影依頼も受け付けるかも？？

管理者：高野 知樹
TEL：076-481-7738 FAX：076-481-7737

施設内の様子

※フロア、機能訓練室、入浴室等の写真
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～事業所管理者より～
この介護の仕事に就いた 15 年前は、利用者様対応が「自分の祖父母」に
接する感覚でしたが、今では「自分の両親」に接する感覚になっています。
今思うと以前は、利用者様の家族への配慮が薄く、自分が利用者様の家族だ
ったら「〇〇はしてほしい」「△△は迷惑になる」など考えが足りていなか
ったと感じます。現状では、しっかりとした対応ができているかは分かりま
せんがコロナ禍だからこそ、利用者様・家族様が安心して通うことができる
ように「心配り」を大切にしていきます。
統括責任者兼管理者

行事・レクリエーション

江戸健吾

※掲載の都合上、実施している行事の一部を抜粋
しております。

ハロウィンレク

節分レク

トピックス

事業所情報・お問い合わせ

令和 3 年度消防訓練

デイサービスセンターふる里の風 堀川

4 月 26 日、施設内で消防訓

事業所番号：1670111481

練を実施しました。訓練中は

定員数：60 名（大規模型Ⅱ）

緊張感を持って行うことが

〒939-8072 富山市堀川町 475

できました。

管理者：江戸 健吾
TEL：076-491-6228

施設内の様子

※フロア、機能訓練室、入浴室等の写真
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～事業所管理者より～
陽春の候、皆様ご健勝のこととお喜び申し上げます。日ごろのサービス付高齢者
住宅「ふる里の風」運営において、各事業者様、家族様のご理解、ご協力の賜物と存
じます。昨今の新型コロナウイルス感染予防のための面会制限や面会方法の変更への
ご協力につきましても、ご理解いただき、この場を借りて、あらためて感謝致します。
コロナ過を通じて感じるのは「人と人との繋がりの大切さ」です。人の間と書いて
「人間」と呼びます。その言葉の通り、繋がりをもってこそ、心の平穏は保たれるの
だと実感しております。ワクチン接種も始まりをみせております。早くコロナの収束
を皆さんと一緒に祈るばかりです。家族様におかれましては、あと少しの御辛抱とご
協力を頂けますようにお願い申し上げます。
管理者

行事・レクリエーション
お花見レク

トピックス

※掲載の都合上、実施している行事の一部を抜粋
しております。

お雛様レク

事業所情報・お問い合わせ

眠りの専門会社、パラマウントベ
ッド様より「眠りスキャン」を導

サービス付高齢者住宅「ふる里の風」

入しました！！・本人様の呼吸、

入居数：24 名

心拍数を遠隔で確認ができるなど

〒930-0816 富山市上赤江町 1-12-6

など、健康の為のさまざまなメリ

管理者：岩城 実己広

ットがあります。

TEL：076-431-0128 FAX：076-431-0127

コロナウイルスの為、現在もご面

←

面会制限

岩城実己広

至
岩
瀬

←至高岡

会を制限させていただいておりま

８

至魚津→

北聖病院
ＥＮＥＯＳ

す。利用者様、家族様にお顔をみ

新鮮市場
ユアーズ

てお話ししていただけるようオン

サービス付高齢者住宅
「 ふる里の風」
172

武内プレス

ライン面会を開催しております。
めぐみ保育所

ご希望の方はサービス付高齢者住

美容室アリエス
ローソン

宅までお問合せ下さい。
奥田中学校

6

→

至
大
泉

アパホテル
バロー

ふる里の風グループ

令和 3 年第 18 号

広報誌

令和 3 年 6 月 1 日発行
富山市
新庄

～事業所管理者より～
さわやかな風が吹き渡る季節となりました平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。
昨年同様、新型コロナウイルス感染予防の為、ご面会の制限等ご迷惑をお掛け致しま
して申し訳ございません。また、ご理解の程感謝しております。以前ご案内させていた
だきましたが、ZOOM を使用したオンライン面会に関しましては現在も行っておりま
す。オンライン面会ご希望でご不明点ございましたら、ご連絡頂けましたら幸いです。
先日、新型コロナウイルスワクチン接種のご案内をさせて頂いたところですが、引き
続き職員一同、感染予防に努めて参ります。
ご家様の皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。
管理者

行事・レクリエーション

※掲載の都合上、実施している行事の一部を抜粋
しております。

おやつ作り

トピックス

四津川秦司

お雛様レク

新型コロナウイルス対策をしっかりと

事業所情報・お問い合わせ

行い（少人数、窓を開放して換気を行い

グループホーム「ふる里の風」

ながら）
お花見ドライブ に行ってま いりまし
た。去年は流行直後という事で、自粛す
る流れになりましたが、今年は満開の
桜を皆様とご一緒に楽しむことが出来

入居数：18 名（認知症対応型共同生活介護）
〒930-0031 富山市新庄町 2-9-43
管理者：四津川 泰司
TEL：076-464-6738 FAX：076-464-6737

ました♪
少しでも、ご入居者様に「楽しみ」を持

面会制限

事業所番号：1690100936

っていただき、また「健康」にご生活い
コロナ感染症に伴う面会制限
ただくように今後も努めて参ります。
は、今後の感染状況に応じて、
さらに一層の穏和又は再び制限
することがあります。ご理解の
程よろしくお願い致します。
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住吉店

中田店

堀川店

看護師

介護職員

送迎職員

【堤さん】

【廣澤さん】

【高松さん】

ふる里の風グループのことを、より多くの人に見ていただきたいという

リニューアル

思いから、各、事業所毎に作成していた広報誌を一本化しリニューアルし

〒930-0031 富山市住吉町 2-6-19 TEL076-407-0078

新人職員紹介

Before
A

編集後記
新緑が目に鮮やかな季節となりました。ゴールデンウィークは皆さまいかが過ごされまし

発行/株式会社ビレッジ・フィールド

After

ふる里の風グループ

ました！会社全体の情報を、今まで以上に沢山発信していきます！

きるだけ日差しを浴びて（日焼け注意！！ですが）ゆっくり過ごすことを心がけています。
皆様も心穏やかに、お過ごしください(^-^)

株式会社ビレッジ・フィールド

「ふるさと」はPC・スマホからも
ご覧いただけます！

ふる里の風グループ

2020 年 11 月～2021 年 4 月

たか？コロナと共存しながら、いかに楽しく過ごせるか日々検討しております。私は、で

〒930-0031 富山市住吉町2-6-19

電話：076-407-0078

http://furusatonokaze.com/

FAX：076-407-1178
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ふる里の風グループ公式ホームページ

