
お手玉
玉入れ競争

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が連日のように報道された3月。グループホーム・
新港では、入居者様を思うように外出にお連れすることができない日々が続いていました。

そのような状況のなかでも少しでも楽しみをもっていただけるようにと、それぞれのユニット
では工夫をしてレクリエーションを行っています。《お手玉を使った玉入れ競争》《福笑い》
《風船バレー》などなど、入居者様の身体状況に合わせてスタッフが頭をひねってメニューを
考えています。誕生会のときには、楽器を演奏したり、貼り絵でひな人形を作ったり。

一日も早く安心して外出できるようになればいいのですけど、ニュースを見ていると先行きが
見えない状況に不安になってしまいそうです…。しかし、きっといつかその日がくることを
信じ、日々のうがい・手洗い・消毒を徹底するなど、できることに精一杯取り組みたいと
思います。皆さん頑張りましょう！
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手作りひな人形

コスモスガーデン桜の里 １階フロア

ひな祭りには
ひな人形が必要ですよね♪

ひな人形に桃の花、ひなあられや菱餅などを飾ったり、ちら
し寿司やハマグリの料理を楽しむ節句です。近年では、核家
族化や住宅事情の変化で 7 段飾りのひな人形を飾るご家庭は
少なくなったと思います。

コスモスガーデン桜の里 1階フロアのスタッフも考えました。
「ひな人形を飾ろう！でもただ単にひな人形を飾っても趣きが
ないね～」。

祝・米寿

グループホームコスモス1及2
グループホームのある日
グループホームコスモス 1にご入居されている田添様。
満 88歳のお誕生日に米寿のお祝いをさせていただきました。

食欲旺盛で穏やかなご性格の田添様に「いままでの人生で
一番楽しかったことは何ですか？」とお尋ねしたら、思わず
吹き出されて「贅沢はせんでずっと畑仕事をしよった。野菜
を作るのは得意！」と笑顔で話してくださいました。

「人生 100 年」といわれるこの時代。スタッフも健康管理
には十分注意していきますので、これからも元気でお過ごし
ください。　

還暦や古希など、何歳までご長寿のお祝いがある
のか調べてみたら、茶寿（108歳）、皇寿（111歳）、
大還暦（120歳）までありました。

「目指せ！大還暦」よりも、まずは卒寿（90 歳）を
変わらず元気に迎えられますようにスタッフ一同
願っております。おめでとうございます。

祝

そこで思いついたのが手作りひな人形。紙コップに
色紙を貼りつけ、人形の体に。そして顔には入居者様
の顔写真を！入居者様のひな人形をこれまた手作りの
ひな壇に並べて完成！うん？ひな人形の数は全部で
いくつでしたっけ？ちょっと数が多すぎたかな？（笑）

しかし、やっぱり 7 段飾りも見てみたい！すると「隣接
する特別養護老人ホームなの花に飾られたらしいよ」
との情報を入手！早速入居者の皆様をお連れし記念
撮影。『つるしびな』も飾られており、目の保養に
なりました。あとは長崎の郷土菓子『桃カステラ』を
食べれば完璧でしょうか！？

3 月 3 日は桃の節句、「ひな祭り」。
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健康経営

介護福祉士実務者研修 開講

コスモスガーデンカレッジ

介護福祉士試験受験には
実務者研修

国家資格である介護福祉士は介護をする専門職。「食事や
入浴、移動の介助」などの介護や、利用者への相談・助言
などを行う介護サービスの中心的な存在です。

実は、受験するにも受験するための資格が必要です。福祉
系の高等学校で所定のカリキュラムを修了し卒業してから
受験する方法もありますが、介護等の業務に 3 年以上
（実働日数 540 日以上）の経験があれば受験することも
できます。ただし、この場合には『介護福祉士実務者研修』
を修了している必要があります。

当法人ではこの『介護福祉士実務者研修』を 4 年前より
開催しています。そして今年も開催決定！通信教育講座な
ので、働きながら学ぶことができます。スクーリング（通学）
は 10日間のみ。令和2年 7月 6日（月）開講予定です。

受験をお考えの方はこの機会に是非受講ください。

健康経営に取り組んでいます

医療法人秋桜会
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に
即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組
をもとに、特に優良な健康経営を実践している企業
や法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優
良な法人を「見える化」することで、「従業員の健康
管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでい
る法人」として社会的に評価を受けることができる
環境を整備することを目標としています。

このたび当法人が取り組んでいる、医療費補助制度
や医療保障保険加入、就業と治療の両立等の取り
組みについて、職員の健康管理を戦略的に実践して
いると評価され、「健康経営優良法人 2020（大規模
法人部門）」として認定されました。　　

今年度は、大規模法人部門に 1481 法人、中小規模
法人部門に 4723 法人が認定されました。ちなみに、
長崎県内で大規模法人部門にて認定されたのは 3 法人
のみ！（その1 つは TVショッピングで有名な J 社です。）

これからも職員の健康管理対策と働きやすい職場
環境整備を進めてまいります！

お問い合わせ先  TEL: 095-850-6866 担当 山崎

の認定をいただきました

7/67/6
桜の里桜の里

OPEN!

に

月

10/7　  10/14 　10/21　 10/28
11/4　  11/11 　11/18　 11/25

12/2　     12/9　水  水

介護過程Ⅲ

医療的ケア

10日間

7/6　  ～12/9 水月期 間

受講料

場 所

定 員

スクーリング日程

無資格者
介護職員初任者研修修了者
ヘルパー2級修了者

 70,000円

37,000円
27,000円

 100,000円

ヘルパー1級修了者
介護職員基礎研修修了者

長崎市さくらの里2丁目27番22号
（特別養護老人ホームなの花）

20 名

 70,000円
 100,000円 100,000円6/30まで期間限定

67,000 円

定員になり次第
締め切らせていただきます。

介護福祉士実務者研修

水 水 水 水
水 水 水 水

修了が必須！



連載小説

「僕の暗い青春」「僕の暗い青春」「僕の暗い青春」 作者：井下長治
※このお話は、フィクション？です

▼「こらぁ～ワンどんは、なして帽子ばかぶらんとか。」ニキビまみれの二人連れが肩をいからせ近づ
いて来るなりいきなりのプレッシャー。少しくたびれた学生服から同じ高校の先輩らしいことが想像
に難くはなかった。この日は４時のワイドショーで浪越徳次郎という指圧師（マリリン・モンローに
施術したと自慢気味に吹聴していた）のコーナーがあり、セパレーツの水着を着けた吉野某女がモデル
として出演する。ボクは半裸のモデル見たさに 6 時限目の授業が終わるや否や、同じクラスの山中を
誘って近所のうどん屋へ走った。息を切らせて中に入ると、松山、都丸、永井、橋村、池町、成田と
先客がボクらを迎える。「ちょうど今からぞ。」そう教えてくれる永井の傍から、年老いて少しアル中
気味の店主が「素うどんやろ？」と聞いてきた。「うん、２杯ね。」そう答えるとすぐに画面にむしゃ
ぶりついた。浪越徳次郎の親指が半裸モデルの太ももの付け根や豊満な乳房の周囲を押すたびに、ごっ
くんと生唾を飲み込みながらテレビに食い入る。10 分程の指圧コーナーが終わると、暫しの余韻に
浸ったあと落ち着きを取り戻しボクらは食欲に目覚める。うどんをすすりながら、こんどはモデルが
体毛を剃っているかどうかで激論（？）を交わす。小一時間ほどたわいない話で大騒ぎしたあと今日は
散会となった。ボクと池町は川を渡り、他の 6 人は川沿いに家路へついた。梁川橋はひと月ほど前
から工事に入り、歩行者用に幅が約 3 メートルの代替え木造橋が架けられている。ボクらはその橋の
中ほどにさしかかったとき、件のニキビ面に捕まってしまった。「ワガもかぶっとらんくせ、なんば
言いよっとや！」またいつもの癖で見栄を張ってしまう。ニキビ先輩はますます激高し「な～んてか
こら～、うんどまぁ何年や？」今にも噛みつきそうな勢いでがなり立てた。『コイだちゃ、たぶんオイ
たちば 1 年坊主て思うてなめとっとばい』そう思うと尚更反抗したくなった。「２年ばって、そいが
何や。」途端に先輩の勢いが削がれたようにみえた。「あ～、知らんぞオイたち、ワンどんのごたっと
のおったかな？」考え込むニキビ兄弟。勢いづく１年坊主「７００人からおっとにみんな知っとる訳
なかやっか。ワガしょたくれとって、人んことば四の五の言うなこんズンダレが。」ニキビ兄弟は時折
睨みつけるように振り返りながら去って行った。「あんげん言うて大丈夫か？学校で会うたら上履きの
色で１年てばるっぞ。」校則で学年毎に室内履きの先端が色分けされていた。「心配すんな、ワイの親父
は警視正で兄ちゃんは機動隊やろが。言うぞて言えばいちころたい。」同じ学校とはいえ学年は異なるし、
2,000 人余の生徒がいる中で彼らに遭遇する確率はそれほど高くはないだろうと高をくくっていた。
▼明くる日の昼休み時間、山中とマスボクシング擬きでじゃれていると、視線の先に昨日のニキビ先輩
の姿が入ってきた。それと気付いたボクは180度踵を返し、教室の窓に映った彼らの姿を注視する。
「な～んしよっとや？」訝しげに近づいて来る山中。「シ～ッ！」と言いたかったが、窓に映る彼の姿の
すぐ後ろにニキビ面がせまってきた。「こん嘘つきがぁ～、やっぱ１年やっかッ。こら、トッポかと
もいい加減にしとけよ。詫び入るんなりなんなり言うこたなかとか！」鬼の首を取ったような勢いで
攻め立て始めるニキビ野郎。嘘がばれた恥ずかしさと、脅しに怯みうなだれていたが、何度もしつこく
嘘つき呼ばわりされたうえ、最後に胸ぐらを掴れたとき理性の糸はねじ切れた。「な～んばごちゃごちゃ
言いよっとか。噓も方便て言うやろ。そがんとも知らんとか、ワンどんのごたるズンダレば成仏さして
やっとぞ、ありがとうぐらい言わんか !」１年坊主の突然の反撃に一瞬たじろぐニキビ兄弟。「今ちょっと
時間の無かけん行くばってが、後からただじゃおかんけんな。」そう捨てセリフを残し急ぎ足で去って
行った。「何んしたとや？」半分にやつきながら山中が興味をしめしている。昨日の代替え梁川橋での
下りを掻い摘んで話すと彼は手を叩いて喜び、「さっきのひょろっとしたとが大角、ガチっとしとった
とが福井ていうておいの中学の先輩ばってが、中学んときはひゃ～やったっぞ。心配すんな、多分
何もしきらんけん。」そう言って慰めてくれた。少し安心したが、よく考えてみると山中の出身中学は
市内で一二を争う乱暴者の多い中学として知れ渡っている。あいつらが中学の仲間と徒党を組んでき
たらと考えると、中 3 のとき経験した袋叩きを思い出し、背筋が寒くなった。（つづく）
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