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●私たちは、あなたらしさを大切にし、あなたの夢を応援します。
●私たちは、だれもが普通に暮らせる地域社会創りを目指します。
●私たちは、確かな技術と豊かな心をもって、力をあわせて支援します。

『ナイスキャッチ！』
青空の下ウッドデッキで流しそうめん
を楽しみました。
お腹一杯！食事が一番の楽しみ！また
やって欲しい！と大好評♪
たくさんのイベントと美味しい食事が
すかいの郷こもれびの自慢です。
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新年のごあいさつ

営

日

至日光

＜お車の場合＞
・今市ＩＣより車で約5分
・ＪＲ日光線 今市駅より車で約5分
・東武日光・鬼怒川線 下今市駅より車で約5分
＜電車の場合＞
・東武鬼怒川線 大谷向駅より徒歩約10分

至浅草

JR日光線

今市駅

イオン今市店

駅
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畑 順 子

側溝が埋まり︑翌日の昼頃によ
うやく裏山からの出水が落ち着
いた状況です︒今後も同様な災
害が起こることが予測されます
ので︑安全対策に取り組んでい
かなければならないと考えてい
ます︒
障害者事業プロジェクトで
は︑利用者の重度化・高齢化等
の課題に対し︑検討を重ねてき
ました︒この度︑足尾地区の老
朽化したグループホームユニッ
トを廃止し︑鬼怒川地区に安全
に生活できるよう設備を整えた
ユニットを新たに整備すること
にしました︒地域の方のご協力
をいただきながら安心して暮ら
せるよう支援していきたいと思
います︒
また︑高齢者事業プロジェク
トにおいては︑地域のニーズの
調査を進め︑在宅で介護等を必
要としている方々が居宅サービ
スを利用するためのお手伝いを
する居宅介護支援事業に取組む
ことといたしました︒日光市を
はじめ︑地域の事業所︑関係者
のご指導︑ご協力をいただきな
がら︑地域の皆様の生活に寄与
してくことができたらと考えて
います︒
本年もみなさまのお力添えを
よろしくお願い申し上げます︒

アクセス

業

線
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すかいの郷
大

栃木県日光市倉ケ崎新田143-1
特別養護老人ホームすかいの郷内
電 話 0288−25−7100
ＦＡＸ 0288−25−7109
地
在

武
東

カインズ
ホーム
今市店

所

今市警察署

令和 2 年 4 月 1 日
開所予定年月日

駅
谷向

鬼
日光
自動車学校
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線
川
怒
至鬼怒川

（仮称）居宅介護支援事業所すかいの郷
称
名

総務部長 下

謹んで新年のお慶びを申し上
げます︒
平素より法人すかいに対し︑多
大なるご支援︑ご協力をいただ
いておりますことに︑厚く感謝
申し上げます︒
昨年の記録的な大雨をもたら
した台風で被害を受けた方々や
事業所には心よりお見舞い申し
上げます︒大変な事態にご苦労
も多いことと存じますが︑一日
も早い復旧を心よりお祈りいた
します︒
皇海荘においては土砂警戒区
域に含まれているため︑台風上
陸の数日前から打合せを行い︑
予め避難を予測した特別勤務体
制を組みました︒当日は最新情
報を得ながら︑足尾地区土砂災
害警戒区域に対して︑警戒レベ
ル の
3 避難準備が発令されたこと
で︑山側にあたる男性ユニット
ご利用者の避難準備を開始し︑
一時避難所である地域交流ホー
ムしらかば苑にマイクロバスで
ピストン輸送にて避難しまし
た︒避難解除の通告が出た深夜
に︑施設周辺の安全を確認し︑
施設に戻りました︒土砂により

居宅介護支援事業所 開所（予定）
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創立記念日式典・永年勤続表彰

令和元年12月12日に社会福祉法人すかい第34回創立記念日式典がすかいの郷地域交流ホールにて行
われました。永年勤続表彰では、職員8名と就労支援事業所すかいにて3年以上勤務された5名の利用
者様に表賞状と記念品が神内理事長より手渡されました。式典中は緊張をされていた利用者様も、記
念写真撮影では嬉しさが伝わってくるような晴れやかな表情となりました。
新しい令和の時代に益々のご活躍が期待されます。

皇海荘の布施野看護師へ日光市長より感謝状が贈られました。
昨年9月、ご家族の通う小学校の運動会に参加中、心肺停止をした保護者の男性に対して、先生や
保護者の方々と協力し、胸骨圧迫（心臓マッサージ）と自動体外式除細動器（ＡＥＤ）で心肺蘇生の
救命処置を行い、救急隊に引き継ぎました。
布施野看護師よりコメント
『以前にも同じような場面に遭遇したこと
がありました。また、年2回救命法の研修を
受講していたことで冷静に対応することがで
き、あらためて研修の必要性を肌で感じるこ
とが出来ました。』
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すかいの業務効率化への取り組み
すかいでは、ICT導入による業務効率化を進めています。ここではその取り組みの一部を
ご紹介します。

■記録システムの導入

支援業務や介護業務の効率化の為にクラウドタイプの記録システムを導入しました。
これまで支援記
録や介護記録を紙やエクセルにより行っておりましたが、
システム導入により、全ての記録がシステムに
集約化され、請求業務とのダイレクトな連携が可能になりました。記録のデータはクラウドサーバーに保
存されるので、
どのPC・タブレット端末からでもアクセスが可能です（アクセス権の設定が必要）。

■事業所間電話の内線化

これまで事業所間の電話連絡は外線通話により行ってきましたが、拠点が4拠点（足尾地区・鬼怒川
地区・今市地区・荒川地区）
に増えたことにより、通話料の増加と事業所間の電話の取次ぎの多さが課
題となっていました。
そこで、事業所間の電話を内線化することにより、①通話料の削減、②職員
（個別の
電話機）
の直接呼出しを可能にしました。

拠点間内線の仕組み

インターネット

ＶＰＮ

ＶＰＮ

ＶＰＮ

ＶＰＮ

ＦＭＣ

業務用携帯

足尾地区

鬼怒川地区

今市地区

荒川地区

■勤怠管理システムの導入

日々の勤怠管理や集計業務の効率化の為に、
クラウドタイプの勤怠管理システムを導入しました。
こ

れまで押印タイプの出勤簿で勤怠管理を行っておりましたが、
システム導入により、勤怠管理業務が大

幅に改善されました。
なお、
出退勤時刻の記録は職員証をICカードタイプのものに変更し、ICカードによ

るタイムレコーダー打刻を行っています。

勤怠管理システム運用イメージ
総務課

・打刻データのチェック
・給与システム連携

インターネット

・労働時間管理
・申請の承認（超過勤務・有給休暇等） 各事業所

管 理 者

（データサーバー）
打刻データ転送

足尾地区
タイムレコーダー

ＩＣカード打刻

打刻データ転送

鬼怒川地区
タイムレコーダー

ＩＣカード打刻

打刻データ転送

今市地区
タイムレコーダー

ＩＣカード打刻

荒川地区
タイムレコーダー

ＩＣカード打刻

※1 クラウドとは？
クラウドコンピューティングの略。ソフトウェアやデータを自社のPC・サーバーで保存する必要がなく、ネットワーク
でつながった先のソフトウェア会社サーバーに保存するのでデータ消滅・喪失のリスクが軽減される。近年ではクラウド
タイプのソフトウェアをSaaS（サーズ）と呼ぶことが多い。導入にはインターネット環境が必要。クラウドの対義語とし
てオンプレミス（自社サーバー保存）がある。
※2 VPNとは？
バーチャル・プライベート・ネットワークの略。インターネット回線を活用した仮想のネットワークのこと。VPN環境
を構築することにより、事業所間電話の内線化や、他事業所のサーバーへのアクセス等が可能。導入にはインターネット
環境とVPNルーターが必要。
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カルフルとちぎ

皇海荘

今年も宇都宮の福祉プラザで開催されたカルフルとちぎに
参加をしました。 1年間音楽クラブのみんなで合唱を練習し
た成果を発表することができました。

ト ピ ックス

敬老会

家族旅行

今年の敬老会は利用者

様の健康を願い、職員み

今年の家族旅行は鬼怒

んなで仮装をして音楽の

川温泉に行きました。温泉

で体を休めたあとはみんな

贈り物をしました。

みました。

活躍でした！

皇海荘ロック部♪ も大

でたくさんの御馳走を楽し

秋のグループ旅行

観劇

第二皇海荘

リゾートホテルで大衆演劇や舞踊ショー
を観劇し、お昼も豪華な料理をいただきま
した。煌びやかな空 間に「楽しかった。」と
良い思い出になりました。

福祉まつり かんもくん

今年の福祉まつりでは、足尾中学校のゆ
るキャラ
「かんもくん」
が遊びに来てくれまし
た！皆さんとても喜ばれてお祭りは大成功
となりました。

日光そば祭り

日光市で毎年行われている

そば祭りに外出し、 美味しい

お蕎麦をたくさん食べて
「また
行きたい。」と好評でした。

すかい寮

染ものクラブ

余暇の楽しみの場として今年度より、染
ものクラブを発足いたしました。今回はマ
イTシャツ作りを作りました。それぞれが
独創的でたのしい絵柄で感動です！！皆、
自分の作ったTシャツに大満足でした。

今市ボランティア・フェスタにて
茶道部門にてお手伝い

評議員、星先生のお茶席のお手伝いをし

ました。初めて、一般の方の前でのお手伝い

に始めは緊張して居りましたが普段のお稽
古の積み重ねが身を結び、十分に発揮する

事ができました。皆、達成感を噛みしめなが

ら、今後の茶道の修練に励んでおります。

5

すかい寮グループ旅行

とても良い天候に恵まれ、すかい寮で

は栃木県唯一の水族館、なかがわ水遊

園に日帰り旅行に出かけました。魚を見

て、触れて、亀を掴んだり、
ヒトデを触った

りと水と緑の美しい空間にて心に残る体
験をいたしました。

すかい寮きぬ川

毎年恒例の一泊旅行に行ってきました。
日光

ト ピ ックス

江戸村では賑やかな商家街にちょんまげを結っ

た人々が次々に現れ、江戸の住人の仲間入りを

しました。

地域とのふれあい交流会に参加
しました。すかいベーカリーで作っ
たスポンジケーキにクリームをトッ
ピングして、オリジナルケーキ作り
を体験し、笑顔溢れる１日になりま
した。

すかいの郷こもれびの夏祭

りに参加しました。
みんなで御
神輿を担いでワッショイ！ワッ

ショイ！

オアシス支援事業のもみの木様による
”大正琴演奏会“いつも交流有難うござい
ます！地域の方々も参加して頂き、 美し
い音色にうっとり♬ 皆さんの笑顔が見れ
ました(^^♪

こも れ び

2年ぶりに夏祭りが開催できました。

オアシス支援事業のもみの木様がお囃子

で日光和楽踊りを披露してくれ、
みんなで
一緒に踊りました(^^)/地域の方々も多数

参加して下さって総勢100人超え！良い交
流が持てました！

地域の方々がお神輿を
担いで来所してくれました。
“ワッショイ！ワッショイ！”
掛け声で応援！地域の方と
交流できました。来年もお
願いします！

お見事！
職員が段ボールで作った
『エコ』
な門松です。

すかいの郷
「敬老会」

敬老会には芹沼保育園の園児の皆さんが
来てくださいました。元気いっぱいのお遊戯
に感動して涙を流す方が沢山いらっしゃい
ました。
ご利用者と手を握るお遊戯があり、会
場は皆、満面の笑みであふれていました。
力作！！
ご利用者様と
一緒に作りま
した！！

「バーベキュー」

中庭でバーベキューを行いまし

た。「乾杯！」
を合図に焼肉、焼き
そば、
フランクフルト、
ビールなど思

「夏祭り」

今年も多くのご家族様にご参加いただき盛大に盛り上

がりました。
「大桑お囃子会」の皆様、
「白滝」様にお囃子

や歌を披露していただきました。
ご協力ありがとうござい

い思いに好きなものを選び沢山召

し上がりました。アルコール好き

なご利用者もこの時は一段とご満
悦な表情をされていました。

ました。

6

スクラムあらかわ

スクラム大文化祭

ト ピ ックス

今年は、
スクラムあらかわ初のイベント
「スクラム大文化祭」
を行いました！ご利用者が作ったアート作品の展示、
のど自慢
大会、笑点コーナー、足湯コーナー、
ご利用者による似顔絵描きコーナーなど盛りだくさんの
内容で、
みなさん大いに楽しまれていました。

高岡施設長の似顔絵です！特徴を
良く掴んでいますね♪

ハロウィンパーティー

日帰り旅行

休日の余暇活動として、ハロ

日帰り旅行で、東京ディズニーラン
ドに行ってきました。本物のミッキー
マウスやミニーマウスに会ってみなさん
大はしゃぎ！！様々なアトラクションを
体験したり、パレードを見学しました。
夢と魔法の国で、楽しい思い出をいっ
ぱい作りました。

ウィンパーティーを行いました！
いつもと違う個性的な服装に大

変身！みんなでお菓子を配った

りカラオケを歌って大いに盛り上
がりました。

今年度より、本格実施となりました清掃事業の
ご紹介をします。

作業所スカイ

作業所スカイが行う清掃は主にマンションやアパートの日常清掃です。一日にいくつかの物件を巡回します。

主な作業は以下の通りです。
①集合ポスト拭き・玄関のごみ拾い
②共用通路ごみ拾い・掃き掃除または水洗い
③階段・手すり清掃

④駐車場・自転車置場のごみ拾い
⑤建物周辺のごみ拾い

⑥自動ドア拭き上げ
⑦低所クモの巣除去

■価格は規模にもよりますが、6世帯規模のアパートであれば1回5,500円です。

現在、行っている清掃は入居者が数か月単位で入れ替わるため、
その都度、居室の隅々までクリーニングを行います。
新規のご入居者様に不快な思い
をさせないように心を込めて作業
します。

作業前

フローリングのワックス剥離と再施工の様子です。どこま
で進めたか分かりやすいように、
マスキングをしていきます。

除草作業

作業前
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共用部の清掃とワックス施工前後の様子です。
ワックス塗布後はファンでゆっくり乾燥させます。
施工後は光沢が戻ってますね！

■一坪当たり500円〜となります。

作業後

作業後

ご覧の通り！景観はもとより、
防犯や新しい活用法も考え
られますね。
作業終了後は、画像入りの
報告書を現場で作成しメー
ルにてご報告いたします。

作業所がお受けできる地域は、
東京都荒川区、足立区、北区となります。

ご相談、
ご用命は

☎０３−３８９１−７０６０まで
お見積り即日発行いたします！

すかいベーカリーからのお知らせ
巡回販売や地域のイベントで人気のパンが、またいつでも店舗で購入できる
ようになりました。電話での注文も承っていますので、お気軽にご連絡ください。
みなさまのご来店を心よりお待ちしています！！
焼きたてのパンがたくさん並ぶ
午前中のご来店がオススメです！

職員募集

昨年
は
ク
リス
マス
販売 ケーキ
し
まし を
た♪

営業時間 10：00〜15：00 ※なくなり次第終了
定 休 日 土曜日・日曜日・祝日
Ｔ Ｅ Ｌ 0288-25-6323（売店）
0288-25-6330（工房）
〒321-2525 栃木県日光市小佐越1-90

★資格がなくてもＯＫ！★

★職種：生活支援員・介護職員
★給与：月給182,000円〜245,000円（夜勤手当4回含む）
※足尾勤務は+10,000円 ※東京勤務は+30,000円
その他（超過勤務手当、資格手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当）
★時間：実働8時間（夜勤が月に3〜4回あります）
★休日：シフト制（年間休日110日+夏季休暇3日）
★休暇：年次有給休暇（入職日に10日付与、時間単位取得可）
特別休暇、育児休業、介護休業

︵勤務先︶

★待遇：昇給年1回、賞与年3回（昨年度実績5.0ヶ月）
退職金制度あり（勤続1年以上）
職員寮完備！遠方の方もすぐに勤務可能です！
※パート希望の方も相談に応じます。

障害者支援施設 皇海荘・第二皇海荘（日光市足尾町2084）
特別養護老人ホーム すかいの郷（日光市倉ケ崎新田143-1）
障がい者地域生活支援施設 スクラムあらかわ（東京都荒川区町屋6-28-13）
（連絡先）〒321-1511 栃木県日光市足尾町2084番地 総務課 電話 0288-93-2003

温かいお心遣いに
寄付
感謝申し上げます。

宇都宮市
日 光 市

山口
京井

和夫様
光恵様
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