令和 4 年 6 月 1 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

第 20 号
2022 年 1 月～
2022 年 5 月

今月の表紙
デイサービスセンターふる里の風の壁に「桜の木」を手作りしました。
施設内でもお花見が楽しめると、御利用者様に大変好評でした！
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くるみん申請（申請中）

現在、６月のくるみん申請に向けて取り組み中です！
くるみんとは、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が「子育てサ
ポート企業」として認定する制度です。
「くるみん」という名称には、赤ちゃんが包まれる「おくるみ」と、
「企
業ぐるみ」で子育てをサポートする、という意味が込められています。
少子化対策を計り、子育て支援など一定の基準を満たした企業や法人な

くるみん申請

どが厚生労働省により認定されます。

準備中！

弊社でも女性の育休取得率は１００％でしたが、昨年、男性社員も育休
を取得したことをきっかけにくるみん申請に向けて動き出しました。

外国人の雇用

法人として、初めて外国人の雇用をしました。
（デイサービスセンターふる里の風中田

1 名）

（グループホーム「ふる里の風」 2 名）
現在まで、3 名の方が就業しております。日本に来て初め
て介護の仕事をしていただいている方もいますが、言葉や
文化の壁を越えて、一生懸命働いている姿に、会社として
もとても刺激を受けました。

秦（シン）さん、石（セキ）さん、陳（チェン）さん

除雪機の導入

富山新庄クラブ

現在ふる里の風には、3

以前は積雪があると、融雪装置が

名（坂本さん、久堀さん

届かない場所はママさんダンプ

（堀川店）
、大原さん（中

で除雪をしていましたが、除雪機

田店））の富山新庄クラ

という「助っ人」の登場で、短時

ブの選手がいます。

間で除雪を終えることができ、職

ユニホームには、ふる里

員の負担軽減、送迎時の安心感、

の風のロゴ がデザイン

更にはワークライフバランスに

されています！

まで良い影響を及ぼしてくれて
います！
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富山市

～住吉店職員より～

中心部
こんにちは、ふる里の風

住吉の中年代表 中村です(*’▽’)

ふる里の風にお世話になり、山あり谷あり涙ありの介護人生でしたが、気
が付けば早十数年。
こんなに続けてこられたのは、周りの職員の皆さんや何よりも日々笑顔で
接して下さる利用者の皆様のおかげかと！！
これからも、皆様の笑顔を糧に頑張りたいと思いますので、笑顔で来所し
て頂けると幸いです(･`д･´)
生活相談員兼介護職員 中村大毅

住吉店の取り組み紹介

訪問販売
お楽しみ風呂

介護
職員

中村大毅

定期的にお楽しみ入浴を実施しています。
長江東生園さんの訪問販売を行っております。

炭酸泉や柚子風呂など充実しています。

安心購入いただけるよう感染対策を徹底しておりますので、
利用者様にも安心して購入いただけます。
※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。

事業所情報・お問い合わせ

プライベート紹介

デイサービスセンターふる里の風

住吉店イケメン担当山田さん！

事業所番号：1670103223

趣味の釣り（渓流釣りでイワナ

定員数：34 名（通常規模型）

を釣ったそうです）を楽しんで

〒930-0031 富山市住吉町 2-6-19

います！
映画監督（職員家族の作品）

管理者：小林幸弘

住吉店従業員の家族が初めて監督し

TEL：076-407-0078

た作品「幻の蛍」が上映されます！
是非、劇場まで足を運んで見てくだ
さい

監督：伊林侑香（23 歳）
-----------------------------------6/24～JMAX THEATER とやまに

----

て公開
特別鑑賞券 1,300 円（一般 1,800 円）
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富山市

～中田店職員より～

北部

中田店の織り姫（左下の写真をご確認下さい）こと高野健太郎です。介護未経験で入社し、
今年で早 14 年目になりました。趣味でサッカーをしており、トレーニングとしてランニング
やストレッチをしています。
その経験を活かし、利用者様に歩行動作・姿勢・ストレッチなどのアドバイスをさせて頂
いています。中田店の利用者様は運動意欲の高い方が多く、皆さんの日常生活動作の維持、
向上ができるようこれからも務めていきたいと思います。
生活相談員兼介護職員 高野健太郎

中田店の取り組み紹介

おもしろ独自レクリエーション

七夕の時期には職員による七夕にちなんだ寸劇発表があります。
運動会も毎年紅白に分かれて盛り上

真っ白なお顔の織り姫（？？）は必見です！

がっています！

事業所情報・お問い合わせ

トピックス

デイサービスセンターふる里の風 中田
事業所番号：1670104320
定員数：60 名（大規模型Ⅱ）
〒931-8453 富山市中田 1 丁目 11-16
今年大学を卒業したばかりのフレッシュな大原さん。

管理者：高野 知樹

新庄サッカークラブでゴールキーパーとして活躍中！

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

～堀川店副管理者より

南部

～

若葉の緑がまぶしく輝く季節となりました。
休日の朝、自転車で富山市内のあちこちをめぐっている太田です。

日本で最初に新型コロナ患者が報告されたのは令和 2 年 1 月 16 日。約 2 年半経った今、生活様式も変わり、気軽にお出かけや
買い物、友人や地域との交流など出来なくなりました。
運動、楽しみ、笑い、会話など、日常生活で様々な不足が生じています。
そうした不足やストレスをふる里の風で解消・発散しましょう！
これからも安全安心の環境を作り、「また来たい」「今日も楽しかった」と思って頂けるよう、取り組んで参ります！
副管理者

太田明憲

堀川店の取り組み紹介
広々静養スペース

機能訓練中に一休みの場所として、
広々とした静養スペースがありま
す。疲れた時はひと休みしてくださ

1 フロアで完結する施設環境

堀川店名物の大壁画

運動エリアと座席、マッサージが 1 フロア

三畳分の大きさを素敵な職員さ

にある為、移動が楽々です。また、職員も

んのデザインで作成しています。

近くにいるので、安心です。

いね。

事業所情報・お問い合わせ

トピックス

デイサービスセンターふる里の風 堀川

バレンタインデーに合わ

事業所番号：1670111481

せて、インスタ映えスポッ

定員数：60 名（大規模型Ⅱ）

トを作ってみました！

〒939-8072 富山市堀川町 475

映えてるかな！？

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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～訪問介護事業所管理者より～

上赤江
良い介護（仕事）をする理由は何でしょうか？岩城は「自分の成長につながるから」という理由が一つ
あります。良い仕事とは、自分が思う良いことをするだけでなく、相手に喜んでもらうことだと思います。
皆さんも恋人同士のプレゼント交換ではあたり前にしていると思いますが、仕事になると「だるいから、、
」
と真面目に考えていない人がいるのではないかと思います。日ごろ真面目にコツコツと人に喜ばれること
を考えて、仕事をしている人と何も考えていない人では大きな差が出ます。仕事でも私生活でも大きな差
が出ると思います。
私は今年で４３歳になるのですが、２０歳の時よりは成長していると思います。これからも大きく成長し
ていきたいと思います。

管理者

サービス付高齢者住宅の取り組み紹介

岩城実己広

レクリエーション

訪問販売
サービス付高齢者住宅では手作業がお好きな利用
者様と貼り絵で作品つくりをしております。2 月
には桜・4 月にはこいのぼりを作成中です。完成品
もなかなかの出来栄えですよ(^.^)

お天気の良い 3 月、施設駐車場で長江東生園さん
訪問販売を行いました。室外の風にふれながら気
分もリフレッシュしました(#^.^#)
※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

サービス付高齢者住宅「ふる里の風」
入居数：24 名

3 月 25 日（金）

〒930-0816 富山市上赤江町 1-12-6

KNB ラジオさんの番組「福祉

管理者：岩城 実己広

のガンバリスト！」に出演し

TEL：076-431-0128 FAX：076-431-0127

ました！

←

県社会福祉協議会より、県内介護施設の中で

至
岩
瀬

←至高岡

８

至魚津→

北聖病院

「働きやすい職場」と称して、ふる里の風をご

ＥＮＥＯＳ
新鮮市場
ユアーズ

指名頂き、ラジオ生出演させて頂きました！！

サービス付高齢者住宅
「 ふる里の風」
172

武内プレス

仕事のやりがいや魅力、施設の様子などについて
めぐみ保育所

お伝えしました。これからも私たちはいろいろな

美容室アリエス
ローソン

形でふる里の風・介護の魅力を届けます‼
奥田中学校
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～事業所管理者より～

新庄
「桜花爛漫」
“桜の花が満開になって、みごとに咲き乱れているさま”を表す言葉だそうです。
新型コロナウイルス感染拡大が始まって、早 2 年半が経過します。
閉塞感からか、明るいニュースより暗いニュースが多く散見されます。
その中で、ふとこの言葉が目に飛び込んできました。ニュースの中で、ある学校の卒業式の様子を表現され
た言葉でしたが、非常に心が明るくなったのと、未来への希望を感じることが出来ました。
“巣立ち”
“未来”
“別れ”等その言葉に多くの意味が込められているように思えました。
私達のグループホームでも、
“言葉”を大切に、その言葉によって紡がれたかけがえのない“瞬間”をかみし
めて仕事に邁進していきたいと考えております。今後共何卒よろしくお願い致します。
管理者

グループホームの取り組み紹介

四津川泰司

レクリエーション

理学療法士訪問、指導

2019 年初回打ち合わせ時の様子と、下肢運動の 1 例

月に 1 度、富山市田刈屋にあります根塚整形外科
より理学療法士が訪問し、入居者の自立支援向上
を目的として、定期的に指導を受けております。

※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。

事業所情報・お問い合わせ

トピックス

グループホーム「ふる里の風」

イメージ

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

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
TEL：076-464-6738 FAX：076-464-6737

※フロア、居室、入浴室等の写真
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新人職員紹介

中田店

中田店

中田店

堀川店

堀川店

調理員

ボディケア

介護職

介護職

介護職

【大原さん】

サ高住

サ高住

サ高住

介護職

介護職

介護職

【花田さん】

【土井さん】

【坂田さん】

【久堀さん】

ふる里の風グループ

【大平さん】

【谷井さん】

編集後記
住吉店に新しい仲間が加わりました。その名も「ユキヒロ」君！
（ロボット掃除機）自動で掃除してくれることは頭ではわかって
いても、「彼」の行動から目が離せず、仕事が手につかない日々が

発行/株式会社ビレッジ・フィールド

【井上さん】

〒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。

けてしまいます。

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

2022 年 1 月～2022 年 5 月

続いています。ついつい「そっちは違う！ユキヒロ！」と声をか

〒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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