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働き方改革と利用者へのサービスについて
大地のご利用について あと 4 名！早く仲間になってください
障害者支援を考える 54

管理者

渡辺真一

【ファーストステージ】
11 月から 12 月にかけてたくさん研修会に参加しました。すべ
ての研修が「職員のスキルアップ仕組み作り」です。スキルアップ
するような教育制度を作る！それが目的の研修です。健翔会の教育
制度をきちんと見直そう、そんな気持ちで研修に臨み、来春から多
くの制度を立ち上げようと思っています。

11/19 毎年 2 回開催の消防訓練 職員は消火器を
使えますが、ご利用者にも使ってもらいたい。そんな
気持ちもあって、澁澤さん、塚田さん頑張ってます。

11/27 行田中央総合病院の川島院長先生が「感染
症対策講習会」で講演して下さいました。職員、ご家
族、他事業所の職員さんと一緒に勉強しました。

12/20 クリスマス会。大地の出し物は「大地流！オ
リンピック 2019」のフィナーレはダンスです。練習の
成果もあって、楽しくみんなで踊れました。

12/20 クリスマス会終了時の全体撮影 今年はご
家族含め 135 名も集まりました。とても楽しいクリス
マス会になりました。また来年もお楽しみに！

【セカンドステージ】
最近よく聞く「働き方改革」
その波は私たち健翔会にも押し寄
せています。有給休暇を年 5 日
以上使おう、残業は月 45 時間ま
でなどです。法律で決まったこと
なのでしっかり守ろう、ではどう
すればよい？ 研修のスタートは
そんな感じです。次の波は「職員
不足」です。「採用したくても申
し込みがない！退職者が多い！」
【サードステージ】
申込が少ない理由に、休日と残
業があります。福祉は 3K「きつ
い・汚い・給料が低い」に加え
て、
「休日がない」という 4K の
問題があります。健翔会は年間休
日 105 日で最低です。福祉業界
の平均は 108 日、しかし 100
人以上の大規模福祉法人は年間休
日 120 日です。どうせ働くなら
休日の多いところが良いと考える
のは当たり前です。加えて「休憩
があるようでない」で 5K になり
ます。これを聞いたら福祉で働き
たいとは思わないでしょう。
【ファイナルステージ】
「休日を増やす＝休所日が増え
る」
「残業を減らす＝営業時間を
短くする」です。結果、職員の勤
務条件を改善させると利用者の利
用条件の悪化に直結してしまいま
す。そんな矛盾を解決できないも
のか！悩みは尽きません。たくさ
んの研修に参加しながら解決の糸
口を見つけていきます。ただ健翔
会の給料は他と比べると高いし、
来春また手当が増えるので、その
点は安心してください。

クリスマス会写真集

↑カヌー競技を披露

↑ハンドベル演奏

↑ラグビーボールをキャッチ

↑エンディングは「まつり」

↑プレゼントの勝者

健翔会のホームページ https://kenshokai.net/
「健翔会 大地」 で検索ね

ひとり旅

生活支援員 竹中 淳子（たけなか じゅんこ）

東松山市

こんにちは。今年の 9 月下旬から大地の生活支援員として働いています竹中淳子
です。大地での仕事は楽しく、今日は何があるのかな・・・と、ワクワクしながら働
いています。
今年の 5 月に初めてひとり旅をしました。今年の 6 月より厳島神社の大鳥居の改
修工事が始まるとの情報を耳にし、今しかないと実行しました。広島では広島平和記
念公園をゆっくり散策し、平和記念資料館を見学、その後宮島へ渡りました。
海に浮かぶ神社の大鳥居を見て、荘厳さと不思議さを感じながら干潮を待ち、大鳥
居まで歩いていきました。迫力満点の姿に大満足でした。
焼き牡蠣、穴子丼、お好み焼きと胃袋も大満足。ひとり旅もいいな、と思いながら
過ごしていました。ガイドブックは真っ先にグルメを見てしまいますが、これも旅の
醍醐味と言い訳をしつつ、次の旅を考えるのが楽しみになりました。
←イベントの反省会で入口さんに意見を聞く竹中さんです。

「健翔会 賛助会員」募集中
大地でほしいもの
・リサイクル品

アルミ缶、新聞紙、段ボー
ル、牛乳パック、本、古着

・切手・ハガキ（未使用・書き損じ OK）
・石鹸・洗剤・バザー品
・ボーリング球＆ピン（木製タイプ）
・発泡スチロールは行田・熊谷の企業様より
継続的に頂けるようになりましたので、
個別回収を中止しました。また、ペットボ
トルも回収を中止しました。
・毎月月末に古着リサイクルを始めました。
ご家庭の衣類の提供をお願いします。

御礼

いつもありがとうございます！

○寸志 小池様（前監事）
○果物 鎮目様、嶺雲寺廣田様、イーブン新
井様、坂本様、鈴木工務所様
〇菓子 タイガーマスク様、川端様、ミスタ
ータイヤマン様、鈴木工務所様、若菜様
○せっけん 大門様
○リサイクル品 橋上様、武井様、久保田
様、根岸様、澁澤様、篠本様、入口様、長
島様、高山様、岡田様、長谷川様、坂本様、
程塚様、中里様、斎藤様、染田様、大門様
〇バザー品 渡辺様、長島様、江森様
○発泡スチロール SDS 様、行田クリーン
パック様、かわけん商会様、おうちサポー
トもてぎ様、まちだ電気様、丸山電化様、
木元電機様

活動

応援してください。

12 月はたくさんの販売会がありました。カ
レンダーの売り上げが大きく貢献し、給料
が支払われました。1 月もがんばります。
パン工房麦香 販売会 行田市役所ロビー
1/8 と 1/22 11 時から。ふぁみいゆ東館
1/15 11 時 30 分から。

12 月～1 月スケジュール
12/25 餅つき
12/26 大掃除（1/6 から営業）
1/6
初詣（妻沼 聖天山）
2019 年 も 大 変 お 世 話 に な り ま し た 。
2020 年ねずみ年もどうぞよろしくお願い
しまチュウ。

年会費 1 口

2,000 円

大地ニュース・麦の穂便り・にじいろ通信（300 円/回）を年 3 回配布、
さらにカレンダー（1,200 円）をプレゼントします。是非ご入会ください。

「週末の散策」で過去の大地ニュースを見ることができます。
http://kimama.na.coocan.jp/index.htm
健翔会のスタッフブログはＦａｃｅbook 「いいね」をクリックしてください
フェイスブックで「社会福祉法人健翔会」を検索してください！
いろいろなイベントがあるので紹介し
きれません。そのうちのいくつかを写
真を説明する形でご紹介します。
⇒①11/20 焼き芋大会 大地の畑でと
れたサツマイモをもみ殻で焼きました。
とてもおいしく焼けました。ほくほくお
いしそうに食べる塚田さんです。
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⇒②12/4 ふぁみいゆ東館で大地の販
売会がスタートしました。毎月第 3 水
曜日のお昼の時間、ふぁみいゆのロビー
で販売します。おいしいパンとクッキー
を販売します。
⇒③12/11 黄色いレシートキャンペー
ンで熊谷イオンでレシートを集めまし
た。イオンのスタッフさんが、「大地の
皆さんはとても明るく、大きな声をかけ
てくれるので元気になります」とほめて
いただきました！
⇒④12/12 今年もタイガーマスクさん
からたくさんのお菓子をいただきまし
た。ご利用者・児童全員分のお菓子が入
っていました。個別包装されるなど手間
がかかっているようです。本当にありが
とうございます。
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⇒⑤12/20 クリスマス会にラグビー日
本代表選手のリーチ・マイケル選手が、
クリスマスプレゼトのプレゼンターと
して来てくれました。ひげもじゃでちょ
っと怖いようです。根岸結さんがリーチ
から離れようと逃げ腰です。

