
社会のあり方が大きく変わった2020年を終えようとしています。
今回は、14名の方に、2021年の目標を伺いました。
皆さんはどんな一年でしたか……？

仕事面における
2021年の目標を教えてください！ 

プライベートでの
2021年の目標を教えてください！

  は   な    もと   のり ゆき

波那本 則幸さん
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新人職員も増え、落ち着いてまいりました。スキル
アップの点はまだまだ足りていませんが、私も含め
認知症ケア/介護技術を磨き、介護のあるべき姿
勢を職員同士で考え、前向きに取り組んでいきた
いと考えています。来年は「楽し
い生活」をテーマに、ご利用者
様やご家族様に安心と信頼を
担保できるように、頑張ってま
いります。

自分の時間を持ち、有意義に過
ごすこと。スキルアップのため、研
修への参加もしたいと思います。

あきやま   ともひこ

秋山 智彦さん

今年の夏より入社し、厳しくも優
しい先輩方に技術を教わりまし
た。初めてのグループホームかつ
介護経験が浅いということもあ
り、目の前の仕事を覚えることで
精一杯でした。来年はスキルアッ
プを図り、ご利用者様だけでは
なく職員にも頼られるような存
在になれるように努力します。 

やまもと    み     ち     よ

山本美千代さん

����年は苦しんだ年でした。����年の目標は安定し
た入居率と、安定した職員の雇用に尽きます。また、
グループホームを拠点にして、発信できることを模索
していき、職員の成長を見てみたいと考えています。

家族との時間を多くとり、特に
４歳になる孫とは喧嘩友達と
して付き合っていくでしょう
……。 （どうも同年だと思われ
ている節がある）私自身につい
ては 、状 態と相 談しな がら 、
持っている資格を活かせるよ
う、自分の決めた方向に進んで
いきたいと考えています。

にしやま    たかのり

西山 隆法さん

ご入居者様に「安心と安全な暮らし」を提供できる
ように、全職員が寄り添う心と技術向上の為にスキ
ルアップ！ 職員一人ひとりが達成感とやりがいを感
じられる職場づくりに励みます！

おおやま   あき   こ

大山 明子さん

通所・訪問を強化し、小規模多
機能の登録を��名獲得したいと
思います。共用デイの開設と、ス
タッフが楽しく自由に働ける職
場づくりも欠かせません。介護
技術の向上をすることによって、
ご利用者様に満足していただけ
る施設にしていきます。 

わか  い     ふみ   こ

若井 文子さん

若い職員さんにバトンタッチし
ていけるよう、育成に注力して
いきます。 

孫達にもっと頑張ってもらっ
て、さらに元気をもらい、私自
身もいつまでも元気でいたい
です。

あさ   だ     てい  こ

麻田 貞子さん

健康に気を付けて、仕事を
頑張りたいと思います。

家庭菜園とスマホを上手に
使えるように頑張ります。

かど   た     ひろ  み

門田 博美さん

グループホームの目標として掲げ
ていた満床を今年達成すること
ができました。����年は小規模
多機能ホームが正常に稼働でき
るように環境を整えていきたい
と思います。また、どちらの事業
所においても、ご利用者様が入
院することなく過ごしていただけ
るようにしたいと考えています。 

もり   えい   こ

森 栄子さん

満床を維持することと、ご利用者様にとってここが
一番居心地の良い場所であると言っていただけるよ
うな暮らしを提供していきたいと思います。 

さんなべ    とし   こ

参鍋 敏子さん

ご利用者様の「明日も来てや！待ってるで！」の言葉
に、力を頂いております。����年も、今まで通り笑顔
溢れるサービスを続けていきたいと思います。 

たか   み    たく   み

高見 巧美さん

ご利用者様が元気に長生きし
てもらえるように仕事に取り組
んでいきます。また、管理者よ
り年の功や介護歴も長く、職
員教育をして欲しいとお願い
されているので、そこについて
も頑張りたいと思います。

  み   やま  せい   や

三山 誠也さん

介護福祉士試験の合格が目標
です。日頃の業務においては、
実 践 者 研 修 で 学んだことを
リーダーとしてフロアのスタッ
フや施設内で共有し、介護技
術の向上に努めていきます。

大好きな韓国語を覚えること！

  い   とう らんじょう

伊藤 鳳翔さん

 今年の５月から未経験で介護
の仕事に勤めはじめましたが、
未だに分からないことや教わ
ることがたくさん あります 。
����年は自分自身が新人に同
行指導できるように、知識と技
術を身につけ、ご利用者様が
暮らしやすい環境を作れるよ
うに働きたいと思います。

����年も自身の体調管理をしっかりとし、感染症
に注意したいと思います。 子どもも大きくなり、公
園で遊んでいると体力の衰えを感じます。まずは室
内でできる体力作りをしていきたいと思います。

����年も初心に戻り自分がで
きていないことを常に意識を
し、技術を高めていけるように
努力します。職員の皆様と報
告・連絡・相談を積極的に行い
仕事内容の向上をともに目指し
ていきたいと思います。

特にはございませんが、仕事に対して真摯に向き
合いたいと思います。

さざなみ鶴見
にし やま   たか  こ

西山 貴子さん

����年は健康面で最悪な状態
でしたので、来年の目標は「健康
第一」！食事や睡眠など生活面を
徐々に改善していきます。また、禁
煙で体重が増えてきているので 
１年かけて��キロのダイエットも
してみようかな～と考え中です。

 現在パート職で家族の働き頭になっているので、
正社員になれるように沢山勉強をして資格を取っ
ていきたいと考えています。

自分の時間を作り、体力低下予防のためにゴルフ
を再開しようと考えています。 

����年、保護犬を飼うことになりました。まだ散歩
ができない状態ですが、少しずつ頭をなでたり体に
ふれたりすることができるようになっているので、
����年の目標は散歩に連れていけるようにするこ
とです。また、絵は上手ではないのですが、水彩画
の教室に通いたいと考えています。

孫のお世話をしています。その孫達が、元気に成長
してくれるように、嫁の手伝いをし、楽しく過ごせた
らと思っています。その他、一つ習い事ができたら
と考えています。

日 本 舞 踊 を始 めて� � 年 、
����年はコロナの影響でお
稽古も３月からお休みでし
た。早くコロナが終息し、お
稽古に精を出す日が訪れ、１
日も早く舞台を踏める日が
来ることを願っています。

 何か趣味を持ちたいと考え
ていて……登山がいいなと
思いました。来年のゴールデ
ンウィークに行く計画を息
子と練っています。今から少
しずつ体力をつけていかね
ば……！

特別編！！



京都南事業所

クリスマスツリー作りました！クリスマスツリー作りました！
年末が近づき、町にはクリスマスの雰囲気が漂ってきました。
京都南事業所でも、入居者様と職員さんの合作で素敵なクリス
マスツリーができあがりました！

普段、絵の先生をされておられる
職員さんが、ツリーの絵を描いて
くださいました。
そこに、鈴や飾りを入居者様で
飾り付け。
「この鈴はどこに飾ろうかな～」
なんて会話が聞こえてきそうです。

京都南事業所

素敵なクリスマスを過ごせますように♪

入居者様    思い出
皆さんそれぞれに入居者様との素敵な思い出があると思います。

今回は２名の方に思い出をお聞きしました。
心温まる素敵なエピソードばかりです。ぜひご覧ください。

O様と出会った当初は少し大変な日々でした。グ
ループホームに入所されてきた頃は、スタッフに気
を許してくださることもなく、話しかけてもそっぽ
を向いてしまわれる……。
トイレ以外は居室から出てこられることなく、過ご
しておられました。しかし、入居されて数年後、大

鶴見事業所
�階リーダー

中山 幸枝 さん

なか やま      ゆき    え

城東事業所
�階リーダー

山内 理恵 さん

やま うち        り      え

病を患いご入院されました。施設に戻ってくること
ができましたが、ご自身で動くことが難しくなって
おられました。
しかし、戻ってこられてからは、スタッフに気を
許してくださるようになったのです。言葉は淡々
とされていますが、O様は恥ずかしがり屋で照れく
さがり屋さんなのだなと、理解できるようになり
ました。
はにかみながら「ありがとう」「世話かけるね」と
言ってくださるチャーミングな顔がとても素敵で、
私もほっこりした気持ちになります。
これからも信頼していただける様な介護で笑顔を増
やしていきたいと思います。

「私かわいいかな？」とよく聞いてこられる入居者様。
訪問の理美容が来たときに、いつもくくるほどの長
い髪を見て「可愛くショートカットにしますか？」
と入居者様に尋ねました。すると、「かわいい」と
いう言葉に反応され、ショートヘアにイメチェ
ン！！とても似合っており、ご本人も気に入ってく
ださいました。
他の階の職員や往診、歯医者などの来訪がある度に
皆から「髪切ったの？すごく似合っている！かわい
い」と言われ、「そうかな？かわいい？」と照れて
いる姿を見るとすすめて良かったと思います。

ショートヘアになっても手先の器用な職員がカラー
ゴムを使いアレンジしてくれ、ご本人もご満悦でそ
の表情がとてもかわいいです！

との


