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明るく！楽しく！元気よく！明るく！楽しく！元気よく！
　湘南希望の郷の入居者の皆さん、ご家族の
皆さん、こんにちは。この春の人事異動で、
藤沢北部地域福祉部の統括部
長になりました八十島です。
　光友会では30年ほど勤め
させていただき、13年振りに
湘南ふくし村に帰ってきまし
て、お久しぶりの方やはじめ
ましての方など、皆さん、ど
うぞよろしくお願いします。
　13年前に太陽の家に異動に
なった時は、指定管理業務や
知的障がい者の方への支援な
ど、初めての業務で戸惑うこ
ともたくさんありましたが、
毎日がワクワクドキドキの連
続でした。いま、久しぶりに湘南希望の郷に
戻ってきまして、13年間の経験と実績を積
み重ね、少しばかり成長した「シン・ヤソシマ」
として皆さんにお会いし、時は経ちましたが
責任感と期待感で、あの時のワクワクドキド
キ感が再燃してきています。
　湘南希望の郷で仕事をさせていただくにあ
たり、常に心掛けたいのは、「明るく！楽し
く！元気よく！」を体現していきたいと思っ
ています。皆さんから、八十島はいつも能天
気なくらい明るいなぁ～とか、八十島と会っ
たら、なんか楽しくなってきたぁ～とか、八
十島と話したら、なんか元気になってきた
なぁ～など、皆さんをそんな気分にさせる存
在でありたいと思っています。

　皆さんは、それぞれの自分の人生で主役を
張り、一所懸命に生きています。楽しかった

り辛かったり、山あり谷あり
の人生を歩まれています。そ
んな皆さんが歩まれる人生の
中で湘南希望の郷で出会い、
ある時はそっと背中を押した
り、ある時は支えたり寄り
添ったり、ある時は叱咤激励
したり、ある時はともに喜び
合う、そんな存在でいること
ができればいいなぁ～って
思っています。
　なにはともあれ、明るく！
楽しく！元気よく！入居者の
皆さんと明るい未来に向けて

突き進んでいきたいと思いますので、ご指導、
ご鞭撻を、よろしくお願いします。

八十島 清  隆

　4月14日、株式会社ニュークイック様から寄贈して
頂いた椅子が届きました。
　桜の季節にあったピンクと爽やかなブルーの2色の椅
子を、計18脚頂きました。
　入居者の食事のひと時を心地よく過
ごして頂くため、食堂で使用します。
　早速、椅子を食堂に並べ、入居者に
座って頂きました。
　入居者からは、笑みがいっぱい
こぼれていました。
　すばらしい椅子をご寄贈頂き、入居者
・職員一同心より感謝申し上げます。

ご寄贈感謝申し上げます
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　2017年４月
１日付けで、着
任いたしまし
た、施設長の小
田嶋　悟と申し
ます。どうぞよ
ろしくお願いい
たします。
　私は、1966年
に誕生し、今年

で51歳となります。妻は1人だけですが、３
人の子供に恵まれました。長男は今年、藤沢
清流高校に入学し、野球と勉強に頑張って取
り組んでいるはずです！？長女は中学３年生
で勉強もでき（私に似なくて良かった）、バレー
ボールに打ち込んでいます。そして次女です
が、小学校5年生で少年野球を楽しんでやっ
ています。将来は女子プロ野球選手になるこ
とが夢と言っています。
　家族ネタはこの辺にして、私の事を少しお
話しいたします。私は、とても好奇心旺盛な
性格をしています。なんでも興味が湧くとす
くにチャレンジしたくなるのです。スポーツ
をはじめ、手工芸、ÐＩＹなど様々です。自
分で傑作と勝手に思っているのが、これらの
作品です。

　また、音楽も下手の横好きで、ポロンポロ
ンと弾き語りをすることがあります。18番は、
ザ・ブルーハーツの「人にやさしく」です。
何かの折に、ご披露できればと思っております。
　話題をかえますが、私が福祉と出会ったの
は、今から19年前のことです。当時は、３２
歳で、自営業を行っていましたが、たまたま「訪
問入浴車運転手募集・高齢者の入浴介助」の

求人に目が留まりました。生まれつき、おせっ
かいである性格だったこともあり、チャレン
ジすることを決意しました。（「訪問入浴サー
ビス」が正式名な名称です）このサービスは
自宅で入浴することが困難な方を３人チーム
（看護師・入浴ヘルパー・入浴オペレーター）で、
お宅に訪問して、入浴介助する仕事です。入
社前に実際の業務を体験する機会がありまし
た。右も左もわからない私は、ただ、唖然と
するばかり。３人の呼吸の合った隙の無い動
き、心配り。まさに神業！！また、利用者の
気持ちよさそうな笑顔。雷に打たれた様な衝
撃を受けました。この体験が私の福祉の原点
となっています。
　最後に、湘南希望の郷は30年を超え、今年
度は大規模改修工事を行って行きます。施設
に居ながら工事を行うため、住人の皆さまに
は、一時仮設のお部屋で過ごしていただくな
どのご協力をお願いすることになります。先
ずは、事故などないように安心・安全に留意
していきます。「サービスの質の向上」を常に
念頭に、職員一丸となって、良質なサービス
提供に努めて参りますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
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家族部会長　眞鍋 直規

　2月1日からの最高気温の積算が、
600℃を超えたらソメイヨシノが開花、
そこから１週間から10日で満開という
経験則も大外れ。4月3日、引地川親水
公園で開催された、ご苦労さん会を兼ね
た花見では、膨らんだ蕾の下でライフ湘
南のお弁当をいただくことになりまし
た。昨年度の活動ご苦労様でした。
　5月20日には、代議員会（総会）が開
催されます。昨年は『障害者差別解消法』
が施行され、今年は『社会福祉法』の改正。
　また、光友会は創設40周年の節目で
す。環境がいろいろ変化している中、的
確な情報交換が必要ではないでしょうか。

各イベントを盛り上げるために参加いただ
くことも必要ですが、情報交換のためにも、
この代議員会や今後の定例会にご参加くだ
さい。

＜5月・6月行事予定＞

◆光友会事業推進協議会代議員会
　5月20日（土）10:00～11:30

◆太陽の家まつり　模擬店出店
　6月4日（日）9:30～13:00

　メイ・フラワー・タイム。光と風と、雨と
虹とが、華やかに黄金週間を演出する。 
   この時季、例年通りならば、北上する桜前
線も津軽海峡を渡る。
　凍てついた北の大地は、一転して百花繚乱
の季節を迎える。  新年度、新たな体制でス

３月の風と４月の雨が、５月の薔薇を咲かせる 。

　　　　　　

タートした湘南希望の郷。
　玄関わきの藤の木は、可憐な花房を付けて、
小さな簪 ( かんざし ) の様に揺れている。  い
よいよ、郷の大規模改修工事が始まる。  未来
を見据えた、より良い住環境を整える意味に
於いては、住人ファーストの思考である、法
人の高邁な創立理念を、より具現化するもの
と理解している。
　五月晴れの中庭、すっかり葉桜になった三
本桜が、懐の深い慈父さながらに緑陰の枝を
広げている。     　　　　　記 . 自治会 (K.I)　
　　　　　　　   　　
　

■人事異動について
平成 29年 4月 1日付けにて下記の通り組織名称の変更と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。

　　藤沢北部地域福祉部部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八十島　清隆
　　藤沢北部地域福祉部湘南希望の郷施設長　兼湘南希望の郷健康課課長　　小田嶋　悟
　　藤沢北部地域福祉部湘南希望の郷生活１課課長　　　　　　　　　　　　岩永　　大
　　藤沢北部地域福祉部湘南希望の郷生活２課課長　　　　　　　　　　　　下條　隆史
　　藤沢北部地域福祉部湘南希望の郷生活３課課長　　　　　　　　　　　　高野　英夫
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　3月24日（金）かわうそ２階でハーモニカ
交流会が開催されました。ボランティアグルー
プ「クリスタルハーモニー」さんは希望の郷
に来所されて早６年。季節の歌、懐メロ、ハー

健康課より

　　御所見病院　多田隈Dr 来診　
　10日（水）１５時半～

　　藤沢病院　　石井Dr 来診
　　11日（水）１０時～　

　　御所見病院　中山Dr 来診
　24日（水）１５時半～

　　厚誠会歯科来診日
　２日　９日　１６日　２３日

行　事　
　　
　　住人生活会議                      25 日

ボランティア募集
　希望の郷アクティビティでは、毎月第 3 水
曜 15 時から 16 時半まで、ローリングバレー
ボールの練習会を大庭市民センター体育館に
於いて行っています。会場準備・後片付けの他、
点数めくりやボール拾いなどお手伝いいただ
けるボランティアさんを募集しています。現
地待ち合わせ・現地解散で構いません。
詳細はアクティビティ担当高島・山本まで
ご連絡ください。

編集後記
　すっかり春らしくなり、カラフルな希望通
信も２年目となりました。
　春の花と言えば、桜が代表的ですが今年は
いつになく長く楽しむことができたのではな
いでしょうか。
　最近では休みといえば、もっぱら散歩をす
るようにしてますが、普段のあわただしさか
ら離れてのんびり歩くと意外な発見がありま
す。これから梅雨までの間、小さな発見を探
しに皆さんも出かけてみませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（R.H）
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　3月24日（金）かわうそ２階でハーモニカ
交流会が開催されました。ボランティアグルー

いきいきチャレンジ活動
2017 年度希望の郷活動テーマ

モニカ独奏曲など、毎回10曲以上演奏してく
ださいます。住人の方は曲に合わせて口ずさ
んだり、手拍子をしたり、大きなハーモニカ
をじっと眺めたり。２ケ月に1度のペースで５
名の方が素敵な音色を奏でてくださいます。
　今回はリクエストがあった「藤沢市歌」を、
利用者の方も交えて演奏する場面がありました。
　多岐に富んだ音色をコンピューターで簡単
に創り出せるこの世の中。懐かしさを感じる
ハーモニカの音は、幼少の頃までタイムスリッ
プさせてくれるようです。

ハーモニカ交流会


