令和 4 年 1 月 4 日発行

株式会社ビレッジ・フィールド ふる里の風グループ
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2021 年 5 月～
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今月の表紙
グループホーム「ふる里の風」にて 7/7 に行った七夕レクリエーションでの一コマです。
皆さんで広げたタオルが、まさに天の川フロアに広がっているようでした。
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令和 4 年 1 日 4 日発行

株式会社ビレッジ・フィールド ふる里の風グループ

代表よりご挨拶

代表取締役社長 村野 秀治

今年の4月に友人から「施設に入所した祖母に1年以上会えず寂しい」との話を聞きました。それを聞いた時
にハッとさせられました。4月以降オンライン面談、ドア越し面談など弊社としてできる限りの対応、実施をしてき
ましたが、「コロナ禍で面会制限があるのは一般的なことだけれども家族の気持ちはこうなんだ」と。
「施設から感染者を出さない」という気持ちが先行していましたが、ご家族様の「会いたい」気持ちも尊重す
るべきだと再認識いたしました。
何事も長くやっていると、当たり前のことが疎かになることがあります。介護の基礎・基本を大事にして取り組
んで参りたいと振り返る良い機会ともなりました。
ふる里の風では職員一同「親切・丁寧」を心掛けて、利用者様の目線に立ったサービスが提供できるように
日々取り組んでいます。今冬も雪の多い予測が出ておりますが、皆様が益々お元気で、寒さに負けずお過ご
しできるよう精一杯支援させていただきたいと思います。

ハローワーク就職説明会
初めての介護のお仕事サロン

10 月 28 日（木）富山県社会福祉協議会

富山県・健康福

祉人材センターより招待を受け、これから介護の仕事を始
める方向けのサロンに講師をして参加してきました。
村野社長より、介護の仕事について介護保険制度や各種サ
ービスの説明をさせて頂きました。
介護の仕事は、異業種から転職される方が殆どでサロンを
通じて少しでも介護業界に興味を持っていただければと思
います。

男性職員の育児休暇

ハローワーク就職説明会

コロナ禍ですが積極的に就職

法人内で初めて男性職員が育児

説明会に参加しています！

休暇を取得しました！

今後のふる里の風を支える多

男性の育児休暇は女性と比べて

種多様な人材を求めて採用活

まだまだ実績が少ないですが、従

動を行っていますので、お気軽

業員が取得しやすい環境を少し

にお問い合わせください。

ずつ整えていきます。

2

ふる里の風グループ

令和 4 年第 19 号

広報誌

令和 4 年 1 月 4 日発行
富山市

～事業所管理者より～

中心部
立冬を過ぎ、冷え性にはつらい季節が近づいてきました。
1 月になればお年玉で懐まで寒くなりそうな住吉店管理者小林です。
さて、住吉店では 11 月 25 日で住吉店開所 17 周年を迎えることができました！
これもひとえに協力してくださる関係事業所様、そしてなんといっても
ふる里の風を愛してくださる利用者様あってこそだと感じています。
これからも愛されるふる里の風でいる為に日々努力して参りますので
どうぞ宜しくお願い致します！

管理者

住吉店といえば…

小林幸弘

縦長廊下
フロアと機能訓練室を繋ぐ縦長の通

マッサージの充実

路があり、漫然と歩行練習をするの
ではなく、
「機能訓練室に行く」とい
いう”目的”を持っていただくという
ことで、辛くない歩行練習を自然に
行える環境となっております。

レクリエーション

住吉店では、村野会長含め柔道整復師 2 名、マッサージ職員
2 名の計 4 名でサービスの提供しております。特に会長のマ
ッサージは接骨院時代からのリピーター多いです！
※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。

事業所情報・お問い合わせ

トピックス
レクリエーションの時間を
使い、サプライズで職員の誕

デイサービスセンターふる里の風

生日祝いをしました！

事業所番号：1670103223

利用者様、職員一同でお祝い

定員数：34 名（通常規模型）

をし、和やかな雰囲気に繋が

〒930-0031 富山市住吉町 2-6-19

りました。

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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～中田店職員より～

北部

こんにちは！ふる里の風の吉永小百合こと、看護師の高山です！
マスクをしていて顔をお見せ出来ないのが残念ですが、似てる似てると言われます！（笑）
中田店での勤務は非常に楽しく、管理者始め他職員に支えられながら
ですが、勤務歴も 13 年目となりました。日々、刺激を受けながらやりがいを感じています。
私や管理者も含め、中田店には面白いキャラクターがたくさん居ますので
是非遊びに来て下さい♪

看護師

高山敏子

吉永小百合に見えますか・・・？

中田店といえば・・・

by 高山

広々静養スペース

1 フロアで完結する施設環境

フロアと併設した事務所

フロア内に事務所がある為、管理者に相談
がしやすい！不安なことなど気軽に声を

機能訓練中に一休みの場所として、

運動エリアと座席、マッサージが 1 フロア

広々とした静養スペースがありま

にある為、移動が楽々です。また、職員も

す。疲れた時はひと休みしてくださ

近くにいるので、安心です。

掛けて下さいね。

いね。

トピックス

事業所情報・お問い合わせ
カメラが趣味の高野管理者。

デイサービスセンターふる里の風 中田

フロア内に撮影した写真の展

事業所番号：1670104320

示をしております。自然の風景

定員数：60 名（大規模型Ⅱ）

写真などで季節を感じていた

〒931-8453 富山市中田 1 丁目 11-16

だきます。

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

※フロア、機能訓練室、入浴室等の写真
施設内の様子
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富山市

～事業所管理者より～

南部
介護の浸透
日本には、従来「両親は子供が面倒をみるもの」という価値観が普遍的にありました。
しかし、時代の変化により、『社会全体で支えあう』という考え方から、1997 年に介護保険制度が
創設されました。そのため介護保険法は、まだ 24 歳の新しい法律です。
その点、ハロウィンは、日本には 1970 年に徐々に広まっているのですが、まだ馴染みがありませ
ん。一方、クリスマスは、1888 年（明治 21 年）で 100 年以上の歴史があります。介護が身近に感
じるのは、生活に密着していることから、私たちへの浸透は早かったと思います。この生活に密着
している介護の仕事をしている私たち「ふる里の風」は、もっともっと利用者様に寄り添えるかと
思えます。クリスマスは子供大人関係無く、楽しいものです。同じように「ふる里の風に行くのが
楽しみ・待ち遠しい」と思ってもらえれば幸せです。
統括責任者兼管理者

堀川店といえば・・・

江戸健吾

「コスチューム」で楽しむレクリエーション
定期的に職員がコスプレをしたレク
リエーションを実施しています。目
で見て楽しむ楽しさと、衣装を着て
職員も楽しみ盛り上げております。

※冬は
12 月:サンタクロース
2 月:鬼で待っています！
そういえば、鬼滅の刃の顔パネルもしましたね（笑）

事業所情報・お問い合わせ

トピックス
◎学生アルバイト:坂田さん

デイサービスセンターふる里の風 堀川

(北陸ビジネス専門学校:福祉コース 2 年)

事業所番号：1670111481

昨年に堀川店で介護実習を行ったのがき

定員数：60 名（大規模型Ⅱ）

っかけで、学生アルバイトとして働いて

〒939-8072 富山市堀川町 475

いました。そして、来春の卒業と同時に、

管理者：江戸 健吾

ふる里の風に入社が決まりました！

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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～訪問介護事業所管理者より～

上赤江
「ふる里の風訪問介護事業所」管理者の鬼塚です。当事業所はサービス付
高齢者住宅内に併設しており、ご入居されている 24 名の入居者様に安心して
生活していただく為に訪問介護サービスを提供しております。日常生活を「イ
キイキ」とお過ごしいただけるよう訪問介護以外の独自のサービスも提供して
おります。常に入居者様が喜ばれる施設運営をしていきたいと思いますので、
宜しくお願いいたします。
訪問介護管理者 鬼塚豊之
趣味＝体つくりです。体のケアは誰よりも意識しています(笑)

サービス付高齢者住宅といえば…
ねむりスキャン導入

デイサービスのノウハウを生かした充実した

機能訓練の充実

機能訓練！（月～土曜日まで実施中）

人間の眠りを考えつづけた最新の介護補
助道具です。マットレスの下に敷いて人の
体動を捉えることで睡眠状態に加え、起き
上がりや離床・在床を把握できます。利用
者様の見守り、職員の不要な巡回の軽減、
利用者様の睡眠状況の把握ができ、プライ
バシーの確保と職員負担を軽減していま
す。

レクリエーション
充実感を感じられるような、サ高住独自
のバリエーション豊富なレクリエーショ
ンを提供しています。
※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。

トピックス

事業所情報・お問い合わせ
１０月よりサービス付高齢者住

サービス付高齢者住宅「ふる里の風」

むら歯科医院」様が決定しまし

入居数：24 名

た。おろそかになりがちですが

〒930-0816 富山市上赤江町 1-12-6

健康な歯を保つ為に歯の定期健

管理者：岩城 実己広

診はとても大切ですね。

TEL：076-431-0128 FAX：076-431-0127

現在、サ高住ではご希望に応じて、

←

面会

宅の専属協力歯科医として「き

至
岩
瀬

←至高岡

食堂での家族様面会も対応してお

８

至魚津→

北聖病院
ＥＮＥＯＳ

ります。コロナの感染状況や、面会

新鮮市場
ユアーズ

者様の状況に応じて玄関先や、青

サービス付高齢者住宅
「 ふる里の風」
172

空面会等調整しております。ご不

武内プレス

めぐみ保育所

便をおかけしますが、利用者様の

美容室アリエス
ローソン

安全の為に引き続きご協力、ご理
解をよろしくお願いします。

奥田中学校
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～事業所管理者より～

新庄

人生の先輩方から、いつもたくさんの事を学ばせてもらっています
グループホーム「ふる里の風」副管理者兼ケアマネジャーの伊井です。
当グループホームの自慢はいつもとても賑やかな事です。
日々、愉快で頼れる職員達が入居者様方の楽しみや健康の為、奮闘しています。
入居者様だけではなくご家族様にとっても人生の大切な時間に寄り添えることを感謝
し、
これからも職員一同「明るく、元気に、一生懸命！」頑張って参ります！！
副管理者兼ケアマネジャー 伊井 幸美

グループホームといえば・・・

「個別ケア」
「自立訓練」

入居者様の自主性を引き出す為に、おやつ作りやレクリエーション等
を職員と一緒に準備をしております
入居者様自身が、
「自分で創作する楽しみ」を持っていただき、ここ
に住めて（来て）良かったと満足していただける施設運営を心掛けて
おります。

事業所情報・お問い合わせ

訪問診療連携

グループホーム「ふる里の風」

入居者様が安心して生活できる

事業所番号：1690100936

ように、訪問診療医と連携を図り

イメージ

入居数：18 名（認知症対応型共同生活介護）

ながら、健康状態をチェックさせ

〒930-0031 富山市新庄町 2-9-43

て頂いております。

管理者：四津川 泰司
グループホームでは、入居者様の健康維持のため、提携している

TEL：076-464-6738 FAX：076-464-6737

医療機関による訪問診療を実施しています。
①おだふれあいクリニック（織田慶孝院長）
②東岩瀬クリニック（吉川智晴院長）
定期的に診療いただくことで、容態悪化の予防や薬の調整、指導
を頂いております。
病気の治療以外にも、予測されるリスク等検討して、対応を考え
てお元気に安心して過ごしていただける環境を提供いたします。
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新人職員紹介

居宅

サ高住

介護員

ボディケア

ケアマネ

介護事務

【牧野さん】

【大内さん】

【中谷さん】

【高森さん】

ホッとなニュース

住吉店の風近く、清水町交差点から南へ向かって、
11 月中旬からイチョウ並木が広がります。
黄金色に輝く通りは毎年秋を感じさせてくれます。
こちらにお越しの際は是非走ってみてください。

編集後記
今年も早、12 月です。風邪の流行する季節、冬の到来ですね。感染症にかからないため
にはまず免疫力を高める事が重要だと言われています。
ポイントとしては『質の良い睡眠』
『バランスの良い食事』『体を温かく保つ』が大切だ

ふる里の風グループ

中田店

発行/株式会社ビレッジ・フィールド

中田店

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

※掲載の都合上、入社職員の一部を抜粋しております。

ね。ポイントを意識して、今年の冬も元気に乗り超えていきましょう‼

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

2021 年 5 月～2021 年 12 月

そうです。大それたことはできませんが、毎日できる少しのことを続けていきたいです

〒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

