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今号表紙のご紹介
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この度、チーフとして勤務させて頂く事に

なりました。

まだまだ分からない事ばかりですが、笑

顔で頑張りたいと思います。

これからもどうぞ宜しくお願いいたします。

齋藤 さとみ

西小倉事業所
デイサービス係

東宇治事業所
デイサービス係

西小倉デイサービスに勤務させて頂い

て今年の 8月で１年になります。まだま

だ分からない事やご迷惑をお掛けする

ことがたくさんありますが、頑張りたいと

思います。よろしくお願いします。

橋本 智子

西小倉事業所
デイサービス係

以前よりアルバイトとして勤務させて頂
いていましたが、この度相談員として勤
務させて頂く事になりました。分からな
い事ばかりで皆様にご迷惑ばかりおか
けしますが、頑張って早く覚えていきた
いと思います。宜しくお願いします。

玉腰 登子

西小倉事業所
総務係

広野事業所
ヘルプサービス係

広野事業所
総務係

広野事業所
ケアマネジメント係

広野事業所
ケアマネジメント係

令和３年 4月より正規職員として西小倉

事業所で勤務しております。以前より公

社で勤務しておりましたが、心機一転気

持ちを新たに頑張ります。よろしくお願い

致します。

これまでは契約ヘルパーとしてお客様の
サポートをさせていただいておりましたが、
令和２年９月よりサービス提供責任者とし
て、お仕事させていただくこととなりまし
た。これまでの経験を活かしつつ、お客様
に寄り添ったサービス提供を心がけていき
たいと思っております。どうぞよろしくお願
いいたします。

4月から職員として広野事業所で引き続
きお仕事させていただくこととなりました。
事業所唯一の事務スタッフとして、これま
で以上にご利用のお客様、地域の皆様に
安心、安全、満足していただけるよう日々
頑張っていきたいと思います。よろしくお願
いいたします。

Mai　Sawairi　さんのイラスト

下書きから仕上げまで、トレースを繰り返

して一日がかりで丁寧に仕上げて

くださいました。このかわいい

七福神ぽっぽをもとにデイ

サービスで壁画を作る予定

です。

廣岡 佑里恵

東山 香代子 高橋 幸恵

西本 由佳 鈴木 しのぶ
中宇治事業所
障害者相談支援センター

2019 年 9月より中宇治事業所に勤

務しております。まだ経験も浅く不慣れ

なことも多いですが、地域の方々のお

役にたてるように頑張りますので、よろ

しくお願いいたします。

4月より広野事業所の居宅介護支援事
業所でケアマネジャーのお仕事をさせて
頂くこととなりました。今までの経験を活
かして、今まで以上に、広野事業所が地
域に根差した事業所になるように頑張っ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願
い致します。

7月より広野事業所のケアマネジメント
係に配属となりました鈴木と申します。資
格を活かした地元で高齢福祉の仕事を
したいと思い就職いたしました。分からな
いことばかりでご迷惑をおかけすると思
いますが温かいご指導をよろしくお願い
致します。

今年の２月から東宇治事業所のデイサー

ビス係に入職しました。日も浅く不慣れな

事も多いですが、お客様が笑顔で過ごし

て頂けるよう精一杯頑張りますので、よろ

しくお願いいたします。

矢野 博之

山本 幸玄

はじめまして

新しく入社した
職員を紹介します！

お客さまに喜んでいただける

作品になっていれば嬉しいです。

Mai　さんのコメント
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プレゼントクイズプレゼントクイズ

当選者のご紹介当選者のご紹介

びっくりし
ま
し
た
！

びっくりし
ま
し
た
！

古市　裕似さん

情報誌ぽっぽ４７号にてクイズに当選された３０名の
一部の方のみご紹介しています。
情報誌ぽっぽ４７号にてクイズに当選された３０名の
一部の方のみご紹介しています。

答え答え

①公社のイメージキャラクターの名前は何でしょう？①公社のイメージキャラクターの名前は何でしょう？

②公社では②公社では の公式アカウントが開設されました。の公式アカウントが開設されました。LIN〇LIN〇
↑〇に入る文字は何でしょう？↑〇に入る文字は何でしょう？

ぽっぽちゃんぽっぽちゃん➡➡

➡➡ LINEのELINEのE

ご当選された皆様、誠におめでとうございます。ご当選された皆様、誠におめでとうございます。

（応募総数：　　　　　　　名）（応募総数：　　　　　　　名）

商品券（1,000円）商品券（1,000円）

小西　喜美子さん 新城　芳廣さん 巣山　和子さん 長尾　雅枝さん 湯浅　サカエさん

尾﨑　能枝さん

下野　よし枝さん 岸　正治さん 森川　博さん

坂本　康彦さん安達　喜美子さん 林　静子さん

本　ゆうひさん平杉　寿美さん 高橋　輝美子さん

後藤　笑子さん 山下　みつ子さん 児玉　十三子さん笹田たゆみさん
の旦那さん

ラン
チに
行き
ます
！

ラン
チに
行き
ます
！

ありがとうございますありがとうございます

嬉しいです嬉しいです

嬉しいです嬉しいです

ありがとうございましたありがとうございました

ケアマネと一緒にケアマネと一緒に

こんなの当たったことが
ないので嬉しいです
こんなの当たったことが
ないので嬉しいです

当選された皆様には、1,000円の

商品券をプレゼントしました！

また、このような機会がありましたら、

ぜひご参加ください

わかりましたか？わかりましたか？

２４８２４８
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地域deげんき講座
皆さまの地域に出張しまーす♪

宇治市宇治琵琶1-3

のススメ

出張出張

地域deげんき講座は、リハビリテーション専門職が地域の皆さまの所に出張して、介護
予防の体操などを一緒に行い、活動をサポートするものです。

フレイル予防、転倒予防、脳活性化のレクリエーション、ミニ体力測定など、皆さまの
要望に合わせて、１～２時間程度、出張させていただいています。

コロナで自粛が続く今だからこそ、短時間、身近な地域で集まって、予防しながら体操
などをしてみませんか？

定期的に活動している（週１回程度の活動を目指し月１回以上の活動をしている）グル
ープはもちろん、これから活動を予定しているグループの方、お手伝いさせていただきま
すよ！

興味のある方は、お気軽に
お問い合わせ下さい。
平日の９時～５時の間で調整
させていただきます。

興味のある方は、お気軽に
お問い合わせ下さい。
平日の９時～５時の間で調整
させていただきます。

無 料無 料むらさき気楽会むらさき気楽会

通いの場「陽だまり」通いの場「陽だまり」 サロン　おこしやすサロン　おこしやす

南陵町健康サロン
健やか

南陵町健康サロン
健やか

楽しい時間を
過ごせました！

予防しながら毎回体操に取り
組んでおられます。

ミニ体力測定！
みんなで歩く速さを測りました。

ー４－

中宇治事業所中宇治事業所

膝の力をつける体操 足のつけ根の体操 足首の体操

数えましょう！
5つ

足首を上げたり、かかと
を上げたりします

1グループにつき
年１～２回のサポートに
なります。

1グループにつき
年１～２回のサポートに
なります。

フレイル（虚弱）を予防しましょう！

膝を伸ばして足首を上げます 膝から上にあげます

転倒予防や腰痛予防の
お話をしました！

介護予防サポートセンターからお知らせ介護予防サポートセンターからお知らせ

お問い合わせ・申し込みはお問い合わせ・申し込みはお問い合わせ・申し込みは 介護予防サポートセンター
TEL：0774-28-3160

こんな体操も
紹介しています





宇治市五ヶ庄折坂5-149

東宇治事業所東宇治事業所

4月から包括支援センター主催で脳活教室が始まりました

地元の「いのうち農園」様で採れ

た新鮮なスナップエンドウを事業

所で調理し、デイサービスのお客

様に振舞いました。

壁画製作
あじさいの花びらを１枚１枚丁寧にひろげ、

本物のあじさいに見えるように頑張って作

られました。

あじさいと一緒に虹や雨粒、カエルやカ

タツムリを楽しく飾りつけていると「楽しい

あじさい」の壁画が完成しました。

東宇治事業所にお越しの際は、ぜひご覧になって下さい！

脳活教室とは、宇治市内在住の６５歳以上の方を対象に、自ら取り組める運動や、
栄養・口腔などの介護予防の内容に関した教室です。

あつまれ 元 気 の 森

がが

笑顔笑顔
なな

どっちが本物！？どっちが本物！？

みみ

つばめが東宇治事業所にやってきてくれましたつばめが東宇治事業所にやってきてくれました

んん

スナップえんどうスナップえんどう

包括支援センターからのお知らせ包括支援センターからのお知らせ

テーマをもとに毎月作っています

こんな所に！こんな所に！

美味しかったよ

職員通路の玄関上に、ある日突然つばめが巣を作っている
のを発見！手のひら位の大きさの丸い換気口の上にあり、崩
れ落ちないかと心配するなか、無事にヒナが誕生しました。
縁起が良いとされるつばめが来てくれたことで、みんなの気
持ちがほっこりしました。

東宇治事業所の所長

竹川　英晃です

東宇治事業所の所長

竹川　英晃です

たけがわたけがわ ひであきひであき

令和３年４月１日より東宇治事業所 所長に着任いたしました。東宇治事業所での勤

務は初めてとなりますので、地域の皆様にいろいろと教えていただきながら、これから

も地域に密着した事業所にしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

令和３年４月１日より東宇治事業所 所長に着任いたしました。東宇治事業所での勤

務は初めてとなりますので、地域の皆様にいろいろと教えていただきながら、これから

も地域に密着した事業所にしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。
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広野事業所広野事業所

今年度の広野デイサービススタッフ一同です今年度の広野デイサービススタッフ一同です

よよ

しし ししくく
おお

願願
いい まま

すす
ろろ

いい湯だな～いい湯だな～

広野デイサービス自慢の「ひろの湯」から失礼

します。４月１日より広野事業所長として着任い

たしました。広野事業所で仕事をするのは十数

年ぶりとなりますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。早速「ひろの湯」いただきました。銭湯にも

負けない、立派な富士山を見ながらゆっくり満

喫できますので、どうぞデイサービスのご利用心

よりお待ちしております。
十数年ぶりの広野勤務です

つだ　　　　まさかず

津田　雅和

笑顔がいっぱい

施設の周りには
あじさいやつつ
じなどの花盛り
です。

今年も玄関のサクランボの実が赤く実り、
キウイもかわいらしい果実が育っています。

広野デイサービス
午後からのレクリエーションでは毎月壁画をお客様と一緒に
色塗りやお花作りなどをして制作しています。

曜日を変えて２回ほど
行っています！

大

好

評

の

習

字

大

好

評

の

習

字

宇治市広野町大開72-1
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Facebookページへアクセスし、
宇治市福祉サービス公社で検索！
いいね！をお待ちしています

公式SNS発信しています！公式SNS発信しています！

Twitterでフォロー！QRコードか
らアクセス！または＠jyohoｃｔｒで
検索！

Instagramでフォロー！QR
コードからアクセス！または
＠poppoloveで検索！

QRコードを読み取り、
「お友達追加」をしてね！
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賛助会員ご加入のお願い
公社では会員の皆様の協力で、情報誌「ぽっぽ」の発行
をはじめ、介護職員初任者研修（通称：「ほほえみ介護
塾」）などの自主事業を行っています。
本年度も、ぜひ賛助会員としてご支援を賜り、公社自主
事業の運営にお力添えをいただけましたら幸いです。ご
協力いただける場合は、払込取扱票のご用意がございま
すので、ぜひご連絡ください。

※本誌に使用しております写真につきましては、予めご本人
（又はそのご家族）から掲載のご了解を頂いております。

昨年から続いている新型コロナウイル

スの感染予防を事業所ごとに対策をし、

様々な行事が安全に行われていること

を知りました。

今後も感染予防をしっかり行い、皆様

が安心して過ごせる日常が一日でも早く

戻り、新型コロナウイルス感染が収束す

る事を心より願います。

昨年から続いている新型コロナウイル

スの感染予防を事業所ごとに対策をし、

様々な行事が安全に行われていること

を知りました。

今後も感染予防をしっかり行い、皆様

が安心して過ごせる日常が一日でも早く

戻り、新型コロナウイルス感染が収束す

る事を心より願います。

編編 集集 後後 記記

マスクのああれれ れれここ
マスクの種類

マスクの表裏

口数：個人会員　一口　  1,000円（一口以上）
　　   団体会員　一口　10,000円（一口以上）

お問い合わせ・ご連絡は
（一財）宇治市福祉サービス公社
　中宇治事業所　総務課　総務係

TEL（0774）28-3150
FAX（0774）28-3190

家
家庭用マスク

風邪やアレルギー予防で日常的

に使われます。素材も様々で、性

能と通気性のよさのバランスがよ

く、長時間使用できます。

プリーツの山側が上だと、

花粉などがたまりにくい
ノーズフィッターが上

プリーツの谷側が上だと、

花粉などがたまりやすい

医
医療用マスク
医療現場で使われ、「サージカ

ル（外科用）マスク」とも呼ばれま

す。不織布のため、インフルエン

ザや SARS などの粒子の細かい

ウイルスは防げません。 産

産業用マスク
防じん対策に使われ、工業用

マスク ・防じんマスクとも呼ば

れます。さらに強力になると防

毒マスクなど。

プリーツの向きで上下を判断します

正しい向きで装着しましょう！

知ってるようで
　　　　知らない！？
知ってるようで
　　　　知らない！？
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