くじらグループ広報誌
先見性に富む柔軟な発想で
理想の医療・福祉を追求します
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参加者が帰って来るのを待つ間、ゴール担当者でライト
アートにチャレンジしました。意外と難しくて、何度も撮影
した中の入魂の一枚です！

巻頭
特集

ナイトウォーク20回目!

4月22日（金）、第20回目のナイトウォークを開催しま
した。九州に向かって伸びる日本一長い半島「佐田岬」。
その真ん中に位置する堀切大橋を出発し、24km離れた
道の駅「みなっと」を目指してひたすらに歩くこのイベン
トの始まりは、遡ること26年前。
「自分の限界を知り、助
け合いながら楽しく歩く」ことを目的に開催されました。

24km

堀切大橋

今は24kmと10kmの2コースですが、当初はフルマ
ラソンより長い42.5km1コースを、8時間以上かけて歩

道の駅
みなっと

いたそうです。時は流れ参加者も増え、今年は134名が
佐田岬半島

参加。内131名が完歩しました。
来年もまた、みんなで一緒に歩きましょう！

佐田岬

第 18 回

第 17 回

「広げよう 一人一人の思いやり」 第18回 こころのふれあいフェスティバルを開催しました。
このイベントはくじらグループの、年に1度の大イベントです。

です。
この5人からリーダーを選出します。

普段はくじらグループと接点のない市民の皆様にもたくさんお

今回は
「自分がやります!!」
と、手を挙げてくれた太田さんを

越し頂き、
まるで町のイベントの様だなぁと感じています。

中心に動きました（私は専らチームの雰囲気作り役です）。
アド

規模といい出し物といい、
とても素人の私たちにはできそうに

バイスはベテラン役職者がします。

ない代物ですが、意外にあっさりとできてしまうのが「くじら」の

5人は遅くまで残って
「ああでもない、
こうでもない」
と試行錯

「くじら」
たる所以でしょうか。そーなんです、
チームワークがものす

誤を繰り返し知恵を絞って考えます。各部署に実行委員を配し、

ごくいいんです。
どこにも負けないチームワークに、我ながら感心

全体会も6回開催しました。
こうして次第に形となって本番を迎

してしまいます。
この大イベントの裏側をちょっとだけ紹介します。

えるのです。

3月から週1回のペースでミーティングが始まります。今年は

部署間の垣根を越え、各病院間の垣根を越え、障害者・健常

5名の一般職員を幹事に抜擢しました。部署、職種、年齢、入

者の垣根を越えこのイベントは成り立っています。地域の高校

社年もまちまちで、普段は顔を合わせることは殆どありません。

生、中学生、専門学校生、ボランティア…テントや椅子をお借り

でも、
この5人がいわゆるイベントの司令塔、心臓部なのです。

する近所の小・中学校。
さまざまな方達の協力があって、長年の

良い記念になるので私の独断で5名を紹介します。

実績を積み上げてきました。

Ｂ棟/大田望、
Ａ棟/吉浪学、
Ｆ棟/笹野翔、
デイケア/上田舞、

この素晴らしいイベントを支えていただいた皆さんにこの場

ハーブハウス/中田美紗、以上、選りすぐった美男美女の集まり

をお借りして御礼申し上げます。有難うございました。

このたびの熊本地震におい
て、被災された皆様に心より
お見舞い申し上げます。

こころのふれあいフェスティバル実行委員長
くじら病院 看護部長 尾上博和

熊本地震の募金の呼びかけや屋台
販売は、南予の学生ボランティアさ
んもお手伝いをしてくれました。

帝京第五高校看護科ブー
ス。皆さんの直向きな接客
が素敵でした。
よさこい連

燈の舞ひらり

栄養課のラーメン屋台。完売御礼！

長浜コーラス部

心配されたお天気もどうにか本降りにはならず、
ステージを楽しむことができました。
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くじらグループ 職 員 紹 介
私、勤続

5 年です

10年です

15 年です

私、勤続

私、勤続

大石 有香

井上 恭子

大洲市出身、
A型

八幡浜市出身、O型

香川県出身、A型

職種：管理栄養士

職種：看護師

職種：精神保健福祉士

部署：クッキング
センターウェル

部署：真網代くじら
リハビリテーション病院

部署：くじら病院

いま注目してるもの
保険
特技
竹馬
好きな言葉
やりがいは
自分で見出すもの
Q 4. 目標
A 4. ラクダに乗りたい
Q 5. 1年目さんへ
A 5. 不安になることもあると
思いますが、
見てくれて
いる人はきっといます。
まずは明るい気持ちで
出社してみて下さい♪

Q 1. 尊敬する人
A 1. いつも前向きで、
チャレンジを続ける人
Q 2. 好きな言葉
A 2. 思いやり
Q 3. 社会に出て学んだこと
A 3. 人生を自由に生きると
いうことは難しいです
が、
そこで出会う人の温
かさはかけがえがない。
Q 4. 1年目さんへ
A 4. 分からないことはどんど
ん質問して、学んでくだ
さい。

Q 1.
A 1.
Q 2.
A 2.
Q 3.
A 3.

研修

萩森 渚

Q 1. いま注目してるもの
A 1. ぐでたま
（本質的なものが似て
る）
Q 2. みんな聞いてー！
A 2. 10㎏以上のダイエットに成功
しました!!
Q 3. 尊敬する人
A 3. 何があっても冷静で、先を見越し
た対応のできる人
Q 4. 今の自分を支えていること
A 4. とても沢山の事を、患者様から
教えて頂きました。今の自分が
あるのは皆様のおかげです。
Q 5. 1年目さんへ
A 5. 自分らしく 頑張ってください!!

来所

援助職と研修
チヨダクリニック 臨床心理士

2016.05.28

初夏シャンソンショー

宇都宮 千夏

ウェルフェア五反田
元南海放送ニュースキャスターで、現在シャンソン教室で講師をされて

心理士は援助職ですが、
「誰かの役に立つ」
というのは難しいも
のだなと常々感じます。入社3年を過ぎるまでは、誰かの役に立つ

いる松尾芳紀さんが、先日ウェルフェア五反田にお越し下さいました。

どころか、先輩心理士や他職種の方々に助けてもらいながらの

後日、松尾さんからメッセージを頂いたので掲載いたします。

日々でした。今でも助けられることが多いのですが、助け合えるこ

これまで私は、日赤病院や松山市の老人施設・県病院のクリスマ

とも増え、少しは役立ててもらえるようになってきたのではないか

スコンサートなどを行ってきました。八幡浜市にもシャンソンを学

と思っています。

んでいる仲間が9名いて、彼らも
「自分たちに何かできないか」
とい

現在、私はチヨダクリニックの外来で心理検査や心理面接（カウ

う思いがありました。

ンセリング）
などの業務を担当しています。傷病や障害の状態や年

この度素敵なご縁でくじらグループでのショーが実現。八幡浜市

齢、抱えている悩みは幅広く、心理的な援助の方法はお一人お一人

に相応しい「みかんの花咲く丘」をはじめ、日本人の心にある唱歌

違ってきます。
どうすればお役に立てるのか、心理士としての考えど

や歌謡曲、そしてシャンソンを歌いました。入居者の皆様からの手

ころです。
また他職種から
「○○して欲しい」
との要望（注文？）
も寄

拍子や、一緒に歌って頂き嬉しかったです。それまで静かに聴いて

せられます。役に立つ心理士になるためには、自分がこれだ！と思

いらっしゃった方も
「ふるさと」
は大きな声で歌っておられました。

うもの以外にも、知識や技術を習得する必要に迫られます。研修

歌は体にもいいですから、ぜひまた大きな声で一緒に歌いま

は、援助技術の腕を磨くことの一つの術ように思います。

しょう！

つい4月には京都へTFT（思考場療法）の初級研修に行かせて
頂きました。TFTは、
ツボをタッピングすることで不安やストレス
を解消する心理療法です。研修後に「眠りづらい」、
「イライラする」
などでお困りの方に用いて、効果を実感頂きました。
今後も
『役に立つ』心理士となれるように、積極的に研修へ出向
き、精進していきたいと思います。
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Q. 1

この研修を受けて
良かった？

介護職員初任者研修
介護のプロ へのファーストステップ

仕事への不安解消と質の向上を目的として、介護職員初任
者研修を開講。介護職未経験の新入職員を中心に、週2回
約2ヶ月かけて
「介護の仕事の基本」
を学びました。

Q. 2

YES 100%

そう思う理由は？
●曖昧な知識を正すことができた。仕事に幅が出る。
●講師の幅広い経験談やアイデアなど、面白く為になった。
●「介助される側」の体験を通して、
この先より良い介護を提供したいし、
しなければならないと思った。

Q. 3

特に大切だと感じたことは？
●ボディメカニクスを活用することで、
お互いの体の負担が軽減されること。
●立位の大切さ。抱える介護ではなく、第二の心臓である足をしっかり地に
付けること。
●「私たちの働きかけ言葉かけが利用者様の前向きな感情を生じさせ、意欲を
高める行動に繋がる」
という言葉。

●認知症は脳の障害。影響を理解することで適切な対応が取れる。

Q.4

介護職として
「今」思うことはありますか？
●介護の道へ進む若い人が今後さらに増えると思いますが、施設での高齢
者の生活に付いて本気で考える気持ちに応えてあげられる職場でありたい。
●目先の事に追われるだけでは、福祉の充実した社会は実現できない。豊
かな発想で今何をするべきか考えたい。
●施設で最後を迎えるのは寂しいことかもしれない。
けれど「あなたがいて
良かった！」
という介護者でいたいから、
毎日を頑張りたい。
●利用者様やご家族にとって居心地のいい施設とは何か、
考え始めました。

日 常の心理学

PSYCHOLOGY

−必要なことを先延ばししないために−
1.まず、
自分が左記の

皆さんは、すべき事を先延ばしにした経験はありませんか？手付かず
のレポートのため連休最終日に徹夜したり、出張報告書の作成になかな

2.そして、そのストレスや完璧主義、怒りっぽいところを少しでも緩和

か取り掛かかれない、
また、食器洗いをしようしようと思いながら、台所

することです。そうすれば、山のような洗い物を前にしても「まぁ、怒っ

が洗い物でいっぱいになるなど…。今回は、Gieger博士（2015）が

てもしょうがない」
「お父さんに手伝ってもらおう」
「好きな音楽でも聞

「Psychology Today」で述べている
「先延ばしの問題点と解決策」に

きながら片付けよう」
と、ゆとりある態度を取ることもできるでしょう。

ついてご紹介いたします。

3.最後に、イライラしすぎないことです。自分の気持ちを追い詰めるの

先延ばしは、❶成果を出すことを妨害する❷長期的には問題をもたらす

ではなく、
先に述べたように誰かに手伝ってもらうとか、
音楽でも聞き

❸先延ばししている間なんだか不快な気分である❹周囲からの信頼を失う

ながらリラックスすることが大切です。

❺自信喪失に陥る、などの問題を引き起こします。時々してしまう先延ばし

以上、今回は
「先延ばし」について述べました。
まぁ、
たまには先延ば

は、そう大した問題ではありません。
しかし、いつもいつも先延ばしする、

しがストレスを減らすことにもなりますので、あなたの状況に合った

つまり
「慢性的先延ばし」の場合は大きな問題だと博士は述べます。
「慢性的先延ばし」は、 ストレスを溜めやすい人

どのタイプであるのかを知りましょう。

対応をして下さるよう参考にして頂けると幸いです。

完璧主義な人

怒りっぽい人などが陥りやすいようです。
「慢性的先延ばし」に心当た

チヨダクリニック 医師

りのある方は、
右記の点を心掛けて過ごしてみて下さい。
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近藤 強

Watch!

Event

ナイトウォーク
八幡浜で毎年開催されているグループイベント「ナイトウ

た時は、想像以上の感動と興奮がありました。市内にある病

ォーク」に、私も今年初めて参加しました。前回の参加者から

院や施設の見学もでき、充実した旅となりました。チャンスが

聞いていた以上に過酷な道のり…。しかし最後まで歩き終え

あればぜひまた参加します！
くじらホスピタル 理学療法士

赤池 佑太

News

くじらホスピタル入職式
桜満開の4月1日。平成28年度くじらホスピタルの入職式

対する意識を高めて参りました。そして今日まで10年の歳月

を執り行い、看護師10名と栄養士1名を迎えました。入職式

をかけ取り組んだことが、自身を成長させることにも繋がり

では皆さん緊張の様子でしたが、その後の茶話会では会話

ました。
これから先、皆さんが働く中で不安や戸惑いを感じたら、

も弾み、2日間のオリエンテーションと研修も無事終わりま

迷わず先輩に尋ねて下さい。あるいは話しを聞いてもらうこ

した。

とも大切です。私達、先輩スタッフ全員でサポートします。

『患者様に寄り添う看護』を目指し、くじらホスピタルに入

皆さんの新鮮さを加え、これまでに築いてきた透明で清潔

職された皆さんの真剣な気持ちに期待を感じています。

感のあるくじらホスピタルの職場風土の、更なる醸成に努め

かつての私も、患者様やスタッフの皆さんから掛け替えの

ていきたいです。

ない言葉を頂きながら、ソフト・ハード両面の改善や、安全に

くじらホスピタル 看護部長

集合写真

上村順子医師からのお言葉
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細山田 美枝子

研修での様子

資格取得
おめでとう

レ ク の す ゝ め
真網代くじらリハビリテーション病院

第 1 回

社会福祉士

河野 裕樹

〔名〕
すこっぷじゃみせん【スコップ三味線】
介 護 福 祉 士

・徳 久
・和 田
・阿 部
・後 藤
・大和田
・池 田
・山 下
・濱 田
・徳 田
・森 田

真 也
り え
遼太郎
千 絵
泉
亜由美
みゆき
愛 子
結 花
智 也

介 護 支 援 専 門 員

・東
・大

影
本

晃
育

佳
弘

精 神 保 健 福 祉 士

・山

本

彩

花

スコップと栓抜きを用いて、音楽に合わせて津軽三味線の
真似をして演奏するもの。津軽三味線の叩きつける音とスコッ
プを叩く音がマッチして、本当に弾いている感覚を演奏者、聴
衆ともに味わうことができる。楽器演奏の技術を必要とせず、
誰でも行うことができるが、本当に弾いているように見せるに
は、熟練のワザを必要とする。
（引用：ウィキペディア）
【曲
目】
じょんがら節
【選曲理由】
スコップ三味線の入門曲で、
最もポピュラーかつ盛り上がる曲の一つ

大きなスコップを抱えた姿は、
ステー
ジへ登場するだけで会場の笑いを誘い
ます。
しかし、一旦演奏が始まると笑い
は感嘆の声へと変わり、演奏が終れば
拍手喝采！スコップの意外な使い方に
皆さま驚かれ、やんや、やんやの大喝采
で幕を下ろしました。

理 学 療 法 士

・江

川

伸

次

※報告のあった方のみ
（新卒者除く）

くじらグループでは、
職員の資格
取得奨励のため教育研修や
支援を行っております。

皆様からのおすすめ、
最新レク情報お待ちしております！

編集後記に代えて、
八幡浜のローカルな情報をお伝えします。

ウ

ェルフェア大洲は全26床の介護付き有

ひと・もの・こと

料老人ホームです。
「関わり」を大切に考

八幡浜ツウ

えた生活支援を行っており、
『 入居者様もス

タッフも笑顔の暮らし』
を施設理念に、
現在17

004

名が勤務しています。施設最大の魅力は4階
の浴室から大洲城が一望できること！特に桜の

釜あげシラス丼（しらす食堂）

季節は絶景です。夏の花火大会は、目の前の
肱川から花火が打ち上がるので迫力満点の観
覧会となります。入居者様は、
日々をこの施設
で生活されますので、少しでも刺激が持て、心
豊かにお過ごし頂けるよう、行事にも力を入れ
ています。これからも、入居者様お一人お一人

こんにちは！
「佐田岬から世界を変える」を掲げる水産食
品製造・販売会社、朝日共販株式会社さんの
直営店。獲れたてのシラスが味わえるとあっ
て連日賑わっています。食べログ八幡浜エリ
アでは４ヶ月連続の1位（更新中）！濃い旨み
のふわふわシラスを、ぜひお試しあ～れ。

くじらグループ広報誌

ウェルフェア大洲です。

の「その方らしい生活」を実現するために、ス
タッフ全員で協力し合い支援して参ります。施
設見学は随時受付中。お気軽にお越しくださ
いませ！

くじらグループのfacebookにて、その他の写真もご覧いただけます
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