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7都府県に新型コロナウイルスに関する「緊急
事態宣言」が発せられている状況です。
　湘南希望の郷では神奈川県障害サービス課や
藤沢市障がい福祉課、藤沢保健所をはじめとす
る行政機関と必要に応じて連絡を取り、協力医
療機関である藤沢御所見病院のご指導もいただ
きながら、運営法人である光友会が一体となっ
てその時々の状況に応じた対策を図ることで入
居されている皆さんの健康を守る支援を実施し
ています。
　支援にあたる職員は一人ひとりが社会の構成
員として感染拡大防止の意識も高く持ち、熱い
思いで職務に励んでいて頼もしい限りです。

ご挨拶
湘南希望の郷 施設長　溝渕　崇

　希望の郷の中庭の桜が満開の中、
2020年度を迎えることが出来ましたが、眺め
るのは施設の廊下から…。今年は想像もできな
い感染症の嵐が湘南希望の郷に、また日本全国・
世界中で巻き起こっています。住人の皆さま、
ご家族の皆さま、職員のみんな、関係者の方々
が、ゴールの見えない戦いにそれぞれが懸命に
挑んでいます。身を守るのは「まずは自分から」
ですが、疲れた身体や気持ちを支えるのは「仲
間たちの笑顔」や「絆を感じられる出来事」が
とても大切なことと感じています。

　感染拡大を防止していく取組みは、今しばら
く続いていくような様相です。面会制限も３カ
月近く続いていますので、「希望通信」を通じ
て「笑顔」や「絆」の一端をお届けできるよう
に職員一同努力して参りたいと思います。
　今年度、希望の郷の歴史をよくご存じの溝渕
施設長が７年ぶりに帰ってきて下さいました。
新生「希望の郷」に集う多くの魅力ある仲間た
ちと共に、更に豊かな施設を作っていって欲し
いと思います。

　4月より施設長を務めさせてい
ただくことになりました溝渕崇と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。
　本文章を目にされた方の中にはご記憶してく
ださっている方もおられるかと思いますが、
2011年から3年間、一度施設長を務めさせて
いただいたことがあります。
　その後は通所部門の湘南希望の郷ケアセン
ター、横浜にあるいそご地域活動ホームいぶき、
相談部門の総合相談支援センターなどを担当し
てまいりました。
　年度当初なので今年の抱負や思いを語ること
が適当なのですが、この原稿を記している現在、

新年度のご挨拶
藤沢北地域福祉部 統括　松井　正志



希 望 通 信（2） 2020年5月

施設のみんなは元気かな？
　　

　２月初旬より感染性胃腸炎拡散防止のため、施設への入場を制限させていただいていました。３月
末日で解除というはずが、そのまま新型コロナの拡散防止を行わなければならず、引き続き施設への
入場をご遠慮願うこととなりました。日頃から、ご家族様の訪問や外出を楽しみにしていた皆さんで
すが、今は一緒に感染防止のために我慢して、協力して下さっています。ストレスも溜まるかと心配
はするものの、元気に頑張っていることをお伝えしたいと思います。

●食事は？
　各お部屋で召し上がっていただいています。食事介助を職員さんがお部屋でお手伝いしています。
「次はこんなのが食べたいね」と食欲はバッチリのようですが、早くみんなと食堂で食べたいですね。

●日中活動は？
　４月に入り音楽や陶芸、書字、トランポリンなどが再開しました。少人数グループでの活動に切り
替えての活動ですが、大きな声を出して歌ったり、ニコニコ顔で体を動かしたりしています。

●リハビリ (理療 )は？
　４月から通常通り再開です。お一人ずつリハビリ室で頑張って訓練しています。お一人ずつ終わっ
た後はきちんと消毒して機材も安心使用です。

●掃除 (衛生管理 )は？
　感染性胃腸炎拡散防止の時は1日2回の次塩素酸で廊下のモップ掛けをはじめ、触れる手すりドア
ノブ等を拭き掃除しました。4月からも回数を1回にしましたが、隅々までの消毒は欠かしません。

●業者さんへの対応は？
寝具やおむつの入荷、理髪や清掃の業者さんのみ入館いただいています。入館時は検温をお願いして
います。

               春の花壇も花盛りです。

感染症拡散防止対策実施中
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せせらぎ会だより

磯子地域福祉部　保科　由貴

が溜まっています。
　そんな自粛生活の続く中、おだやかな天気の日
にはプチ散歩。お笑いの持つ効能で、免疫力を高
める効果に期待して、漫談を聴くプログラムを
セッティングするなど、労を惜しまぬ職員・スタッ
フ各位の献身的な仕事ぶりに頭が下がります。  こ
の史上最悪の見えざる敵(新型コロナウイルス)
との長期的な闘いにあって大事な心構えは。たと
え、どんなに闇が深くても、明けない夜が無いよ
うに。また、｢陰極まれば陽に転じる｣との言葉の
如く、闇が深ければ深いほど暁が近いと云うこと
の真意を、しっかりと心の中心に据えることです。
　今は、たえ難きを耐え忍び難きを忍ぶ。お互い
の健康を思いやり大切な人の生命をだんこ守り抜
く賢明な生活をおくりたいものです。 
　この五月号が、お手元に届く頃には、世界中か
ら明るいニュースが届くことを願ってやみませ
ん。 皆様も、くれぐれもご自愛してお過ごしくだ
さい。  　　　　　　　　　　　文責.自治会(K.I)

　私の尊敬する先輩職員である藤沢サンライズ所長
「村井良行部長」よりバトンを渡されたので、少し
お話しをさせていただきます。
　私の趣味は、登山です。数年前に地元の友達に誘
われ、ハマってしまいました。最近、新しいテント
を購入し、その性能の良さ軽さに、感動しています。
先日も1泊2日のテント泊に行ってきました。
　山の魅力は、綺麗な景色眺められるだけではあり
ません。計画・準備も楽しみの1つです。どの山に
行こうか、どのルートで登ろうか、どのルートで下
山しようか、何を持って行こうか、ひとり事を言い
ながら、楽しく準備をさせてもらっています。この

準備は、絶対に必要なもので怠ると楽しい登山が最
悪の登山になってしまいます。事前準備を入念に
行っているのにもかかわらず、登山に行くたびに毎
回反省点があります。でも、この反省が大事で、次
の登山に活かされています。
　福祉のサービスも同じで、サービスを提供するに
あたって、様々な情報を入手し、事前準備をし、利
用者さんを受け入れ最善を尽くしていますが、
100％の支援はないと思います。今後も反省し、改
善し、より良い支援につなげていきたいと思います。
　次回は藤の実学園の長野部長にバトンをつなぎま
す。

希
望

の バ ト ン

　皆様には、400号記念の希望通信をお届けして、
はや1ヶ月。春のおとずれを告げた、満開の花は
風に散り、いまや緑したたる葉桜に変身した中庭
の三本桜。 万物は流転する。この諺(ことわざ)通
り、季節の風が春から初夏へ、生きとし生けるも
の全ての息吹を鮮やかに染めて行きます。      
　きょうは４月15日、いそいそと原稿を書いて
いると、２時間おきに施設内の窓の開閉を指示す
る(部屋の換気を促す)アナウンスがあります。   
其れも是も、新型コロナウイルスの感染予防対策
です。  
　先日、発令された非常事態宣言の後も右肩上が
りで感染者が倍増しています。住人も職員・スタッ
フの皆さんも、連日の緊張で心身ともにストレス

　目
には青葉、風薫る五月

◆ 新 人 紹 介 ◆
健康課　看護担当　　　阿部　千春
明るく元気にきめ細かい看護を目指していきます。
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藤沢病院  石井Dr.来診        
７日(木)

厚誠会歯科検診　　　　　　　
１２日(火)１９日(火)
　　　　　  ２６日(火) 

御所見病院  安田Dr.来診
　　　　　　　　　　１３日(水)２７日(水)

編 集 後 記

健康課より

　今年もお花見の季節がやってきました。とこ
ろが本当に残念なことに、感染症対策というこ
とで、行事はもちろん、一同で会するような食
事会を催すことがかないません。昨年の春は中
庭に出て満開の桜を愛でながらみんなでお弁当
をいただきました。今年もせめてお花見弁当で
春のお楽しみ行事気分を味わっていただこうと
４月２日に彩り豊かなお弁当を用意しました。
鮭に卵焼き、唐揚げにシュウマイ、煮物にブロッ
コリーやお漬物を添えて、ふたを開けると、何
から食べようか悩んでしまいそうで、皆の顔は
にっこりとするばかりです。
　窓に映る早めに開いた桜もまだまだ綺麗に咲
いています。「みんな一緒のお花見が来年はで
きるといいねぇ」きっと
そんな思いで召し上がっ
たことでしょう。

献 立
委 員 会

◆5 月の予定◆

　風薫るさわやかな季節となり、郷にも新緑
の匂いが立っています。新体制となり住人さ
んに顔を覚えて頂き、声を掛けて頂けるよう
になりとても嬉しく思っています。何気ない
朝の一時「五月と言えば五月晴れ。忙しいよ。
衣替え。黄色い服が欲しい。通販でやってい
たよ。」住人さんの日頃の心の内が聞こえた気
がする、ちょっとほっこりした会話ができま
した。（Ｙ・Ｔ）

作 品 紹 介
　「美術」ボランティアの猪股先生に大きな大木を描いていただき、
プログラム「リビング」の参加者で作成したたくさんの桜の花びら
を貼り付け、郷の掲示板が満開になりました。

　湘南希望の郷　役職配置　人事異動について
　令和2年度の組織運営にあたり、下記の通り役職配置及び、人事異動がありました
のでお知らせいたします。宜しくご指導ご鞭撻いただきますようお願い申し上げます。

業務執行理事（藤沢北地域福祉部担当）　　　　　　　　松井　正志
藤沢北地域福祉部　部長（施設長）　　　　　　　　　　溝渕　　崇
藤沢北地域福祉部　課長　　　　　　　　　　　　　　　岩永　　大
藤沢北地域福祉部　課長　　　　　　　　　　　　　　　山本　啓子
藤沢北地域福祉部　課長（健康・栄養・理療担当）　　　野池由美子
藤沢北地域福祉部　課長補佐　　　　　　　　　　　　　大久保　真
藤沢北地域福祉部　課長補佐　　　　　　　　　　　　　下條　隆史
藤沢北地域福祉部　チームリーダー　　　　　　　　  　田中亜紀子
藤沢北地域福祉部　チームリーダー　　　　　　　　　  阿部　　誠
藤沢北地域福祉部　チームリーダー　　　　　　　　     広田　勝紀
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