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新しく生まれた命との出会い

人生の先輩とのふれあい

事業を通じて関わりあう人たち

支えてくださる多くの人たちとともに

しらゆり会は

これからも歩んでいきます

　私たち社会福祉法人しらゆり会は、グループ

すべての事業を通じて、子どもたち、あらゆる

障がい者の方々、高齢者の方々、そしてそのご

家族や地域の方々との出会いがあります。私た

ちはそのすべての方々から笑顔をいただける

よう、職員一丸となって日々努めております。

　子どもたちの笑顔からは「生きる力」を、障が

い者の方々からは「生きる勇気」を、経験豊かな

高齢者の方々からは「生きるよろこび」をいた

だいております。

　様々な出会いは職員一人ひとりに素晴らし

い宝物をあたえてくれます。

　しらゆり会はそのような出会いを大切にし、

仕事に生かしていきたいと願っております。

社会福祉法人　しらゆり会

理事長　国 頭 正 治

安心と信頼
そして真心で社会貢献を目指す

基本方針

人権の尊重

良質な
サービスの
提供

信頼性の
確保

地域福祉の
貢献

法令遵守

利用してくださる皆様の基本的人
権を尊重し、サービスの支援をい
たします。

安全、安心、快適
なサービスを行
うため、自己研鑽
に努め、専門的な
知 識 と 技 術 を
もっ て 良 質 な
サービスを提供
いたします。

法令を遵守し適
正な運営を行う
とともに、情報
の公開に努め、
福祉経営の透明
性を堅持いたし
ます。

福祉の専門性を生かし
ながら地域福祉の一員
として、地域福祉に貢
献いたします。

苦情解決等の仕組みを
活用して、皆さま方の
声に耳を傾け、サービ
スの質の向上に努め、
常に信頼を受ける運営
を目指します。



光洋の里
障がい者支援施設

介護福祉士

上田繁範さん
（介護士4年目）

　入社時「やっていけるのか？」
と不安を感じましたが、相談しや
すい先輩方に助けられ、利用者の
方ともすぐにうちとけることが
できました。
　相手の立場になって「自分なら
どうしてほしいのか」と考えなが
ら、「ありがとう」の言葉がいただ
けるよう頑張っています。

メッセージ

スタッフ紹介
施設での1日

気持ちのこもった声がけや、
介助の際に目線の高さを合わ
せるなどの配慮が、より一層
の信頼感につながります。

障がいを持ちながらも
毎日生き生きとされて
いる姿に私達も「元気」
をいただいています。

ご利用者の方と心が通
じ合うのは難しいこと
ではなく、私次第で笑
顔や素直な気持ちを引
き出せることを実感し
ました。

●泉の園 救護施設
●希望の園 障がい者支援施設

●互助の館 共同生活援助事業

●ねくすと相談支援事業所

●ワークセンター島根 障がい福祉サービス事業

●光洋の里 障がい者支援施設

●さざなみ 生活介護事業所

●しらゆり保育園
●しらゆり第２保育園
●しらゆり第３保育園
●しらゆり千鳥保育園

●夢楽の郷 軽費老人ホームケアハウス

●詔光の里 特別養護老人ホーム

●いやしの館 特別養護老人ホーム

●きらめき 老人デイサービス事業

●ねぎらい 老人・障がい者ホームヘルプサービス事業
●ナイス 居宅介護支援事業所

●暖心 訪問看護ステーション

おひさま
のように

優しく育
む

児童福祉事業

心からの
ケアと

心からの
笑顔

高齢者福祉事業

事業案内

自分らしく過ごせる場所に

障がい福祉事業

ミーティング
スムーズなサービスを提供するために
綿密な事前の打合せをしています。

ティータイム
お好きな時間にデイルームで召し上がっていた
だきますが、都合に合わせ、私たちが介助しま
す。

リハビリ
レクリエーションや軽作業を通じて
機能維持に努めます。



スタッフ紹介
施設での1日

詔光の里 
特別養護老人ホーム

介護福祉士

遠藤祐子さん
（介護士 10 年目）

　入社以来、職員と利用者さんみ
んなの明るい雰囲気の中であっ
という間に 10年が過ぎました。
　結婚・出産とともに生活環境
も変化しましたが、それに合わせ
た勤務体制作りをしてもらい、
「いつでも笑顔を！」をモットー
に毎日楽しく働いています。

メッセージ

しらゆり第2 保育園
保育士

家塚香菜さん
（保育士 4 年目）

しらゆり第2 保育園
保育士

黒田拓也さん
（保育士 2 年目）

　広いスペースで毎日子供たち
の笑顔に囲まれて、一人前の保育
士を目指しています。
　困ったときは、職場の良い雰囲
気と先輩方のアドバイスで乗り
越えてきました。「おはよう」「先
生大好き」と飛び込んでくる子供
たちの成長を見るのことにこの
仕事のやりがいと喜びを感じて
います。（家塚）

メッセージ

利用者さんにもできるこ
とはやっていただくこと
が、その人らしい生活を
続けてもらううえでは大
切なことだと思います。

いつでも笑顔で利用
者さんと接すること
で、認知症の方とも
心を通わせることが
できるのだと実感し
ました。

子どもたち同士のや
り取り遊びを十分味
わえるように、側で
そっと見守る事も大
切にしていきます。

本当に子どもたちの
成長ぶりには目を見
張るばかりです。
無理なく、様々な工
夫を加えながら、進
めていきたいと思い
ます。

「食 育」を 通 じ て、
子どもたちが食に興
味を持ち、好き嫌い
なく食べて元気な体
づくりができるよう
にしています。

お年寄りは私たちの人
生の先輩でもありま
す。色々なことを教え
てもらいながら、自分
も楽しい時間を過ごし
ています。

レクリエーション
生け花、俳句、絵本朗読会、
歌の広場など、様々なメニュー
を準備して利用者さんに楽し
んでいただいています。

散歩

自由あそび
子どもたちの「やりたい！」
を大事にしながら、年齢の
枠にとらわれず、普段から
自由に遊んで交流を楽しん
でいます。

給食
園の給食部で独自の献立を立て、安心
な材料を使い、手作りでおいしい給食・
おやつ・離乳食を作っています。

お迎え準備
保護者の方から、子どもたちに関する情報
をできるだけ多く伝えていただくようにし
ています。子どもたちの様子とその日の出
来事を毎日お知らせしています。 

ミーティング
スムーズなサービスを提供するために
綿密な事前の打合せをしています。



障害福祉事業
施設紹介

障がい福祉事業
施設紹介 真
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泉の園 救護施設
○職員数 39名　○利用者数 定員100名
〒690-0021　島根県松江市矢田町472　TEL 0852-24-3512

光洋の里 障がい者支援施設
○職員数 65名　○利用者数 定員入所 70名、ショートステイ 5名
〒684-0072鳥取県境港市渡町2480　TEL 0859-45-5400

互助の館 共同生活援助事業
○職員数 19名　○利用者数 定員津田18名、矢田24名
〒690-0011　島根県松江市東津田町1324-1　TEL　0852-67-3500
〒690-0021　島根県松江市矢田町484-6　　　TEL　0852-31-8313

ねくすと 相談支援事業所
○職員数 2名　○利用者数 120名　※月により変動あり。
〒690-0031　島根県松江市山代町934-10　TEL 0852-21-5080

　生活保護法に基づく入所施設で、心身に障がいがあるために日常
生活を送ることが困難な方が、施設のサービス支援によって生きが
いのある健康で安心して生活を送る施設です。
　泉の園は、作業訓練（農業や食品加工、内職等）・機能訓練・生活支援などについて、
個々の支援計画に基づき専門的に支援しています。また、単調な生活にならないように、
少しでも季節感や楽しい時間を感じられるよう、食事や行事にも工夫を凝らしています。
　近年では、自立した地域生活に移行できるようにするための「居宅生活訓練事業」に
も力を入れています。
　そしてイベント等を通じて地域とのつながりも大切にしています。地域貢献を実感で
きる環境で、一緒に楽しくやりがいを持ってがんばりましょう。

　スタッフ全員が協力しながら、利用者一人ひとりのニーズに対応
し、その人らしい自立した生活が送れるよう支援しています。
　光洋の里は、障害があり家庭で生活を営むことが困難な方々が「イキイキ・ワクワク」
した毎日が送れるよう、リハビリ・日中活動に励んでいます。施設に閉じこもるのでは
なく、外出支援・他事業所の販売のお手伝いなど、地域の方との交流も行っています。
　また、地域で生活される障がい者の方には短期入所事業を提供しています。生まれ育っ
た環境での生活が継続できる社会資源としての役割を担っています。
　中海に面し秀峰大山を望む自然環境の中で、生きがいをみつけ、働く喜びを感じなが
ら日々過ごしてみませんか。

希望の園 障がい者支援施設
○職員数 36名　○利用者数 77名
〒690-0031　島根県松江市山代町934-10　TEL 0852-21-0791

　利用者の方が、個人の尊厳を保持しながら、自立した生活を営む
ことができるよう支援することを目的とします。
　希望の園は「施設入所支援」「生活介護」「就労継続支援B型 ( パン・クリーニン
グ )」というサービスを提供していますが、それぞれの活動において利用者さんが目
標に向かって、一生懸命取り組んおられることをサポートすることが私達の仕事で
す。持って生まれた障がいが故に、物事を理解したり判断することを苦手としてい
る方が多く様々な支援を必要としておられます。より良い人生を送っていただくの
に、持っておられる能力を伸ばしていけるよう一緒に取り組んでみませんか？

　夜間や休日に施設を利用される方の日常生活に関する支援や健康
面・食事面に配慮した支援のほか、自立して生活することができるよ
うになるための練習のお手伝いをします。
　互助の館は、日中は職場や福祉サービス事業所へ出かけられる10代から60代の方
が、夜間や休日を過される住まいの場（家）です。利用者さんが日中の活動に安心して
取り組むことができるような施設づくりを目指しています。アットホームな雰囲気が自
慢で、お互いの信頼関係を大切にしており、私たちもコミュニケーションを通して利用
者さんからたくさんのことを学べる、楽しくやりがいのある仕事です。目標に向かって
利用者・職員一体となって取り組み、達成した時の満足感をみんなで味わいましょう。

　障がい福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画書」
を作成したり、専門家の意見を聞いたりすることで、より良い生活
を送っていただくための支援を行っています。
　ねくすとは、「サービス等利用計画」作成の上で必要な「相談支援専門員」の資格
取得のためには、定められた実務経験および研修が必要ですが、資格取得後もさまざ
まな研修や事例の経験を通してスキルアップしていくことが求められます。また何よ
りも大切なことは、ご本人やご家族の気持ちに寄り添うことです。人と接することが
好きで、向上心のある方、ぜひ利用者さんのためにそして自分のために一緒に成長し
ていきましょう。

心身に障がいがある方のために
日常の介護サービスや就労支援など
その人に寄り添い、生きがいを感じられる
くらしのお手伝いをします。

さざなみ 生活介護事業
○職員数 11名　○利用者数 45名　※月により変動あり。
〒684-0072　鳥取県境港市渡町2480　TEL 0859-45-5407

　障がい者のデイサービスで、様々な障がい
をお持ちの方々にご利用いただいております。
　さざなみは、その日一日を元気で楽しく過ごしてもらえ
るよう、スタッフ全員で頑張っています。通所サービスは
送迎を行うことから始まり、施設に到着後は健康状態の
チェック。そしてみんなでのティータイムは家庭的な雰囲
気がフロアに漂います。さらに、入浴タイム・レクリエーショ
ン・創作活動皆や季節に合わせての外出など月間計画に基
づいた活動が展開されます。

　利用者の皆さんに
少しでも寄り添うことが
出来るよう、笑顔を絶や
さず、明るく元気に支援
することをモットーにし
ています。

ワークセンター島根 障害福祉サービス事業
○職員数 9名　○利用者数 定員40名
〒690-0021　島根県松江市矢田町250-110　TEL 0852-22-4105

　就労継続支援 A 型事業所として紙製品の製造加
工を行い、自立した日常生活や社会生活を送れる
ように支援するほか、就労に必要な知識や能力向
上のための訓練等を行います。
　ワークセンター島根は、一般企業と提携して活動しており、
企業と同じ厳しい品質管理のもとでつくられた製品は一般に
流通します。私たちは利用者さんと共に生産活動を行うこと
で、やりがいを分かち合いながら、利用者さんがハンディを
克服して、自らの可能性にチャレンジできるように支援して
います。

　一緒に仕事をしな
がら、利用者さんのス
キルアップを目指した
支援をしています。
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夢楽の郷 軽費老人ホームケアハウス
○職員数 15名　○利用者数 定員70名
〒690-0031　島根県松江市松江市山代町933-9　TEL 0852-31-9036

詔光の里 特別養護老人ホーム
○職員数 42名
○利用者数 定員入所 50名、ショートステイ 10名
〒690-0031島根県松江市山代町934-5　TEL 0852-31-4165

いやしの館 特別養護老人ホーム
○職員数 24名　利用者数 定員 20名
〒690-0823　島根県松江市西川津町733-1　TEL 0852-27-0081

ねぎらい  老人・障がい者ホームヘルプサービス事業
○職員数 11名　○利用者数 66名　※月より変動あり。
〒690-0031　島根県松江市山代町934-5 詔光の里内　TEL　0852-31-3328

ナイス 居宅介護支援事業所
○職員数 ３名　○利用者数 82名　※月により変動あり。
〒690-0031　島根県松江市山代町934-5 詔光の里内　TEL　0852-31-3288

暖心 訪問看護ステーション
○職員数 12名　○利用者数 53名　※月により変動あり。
〒690-0031　島根県松江市山代町934-5 詔光の里内　TEL 0852-28-0906

きらめき 老人デイサービス事業
○職員数 11名　○利用者数 定員 18名　
〒684-003　島根県松江市山代町934-5　詔光の里内　TEL 0852-31-3370

　比較的自立度の高い高齢の方々へむけて「暮らしを見守り・支え
るサービス」として、日常生活で起きる様々な困りごとの相談を受
け、状況に応じて手助けをするなど幅広いサポートをしてます。
　夢楽の郷では、利用者さんが活き活きとした生活を送れるよう、コミュニケーショ
ンを大切にしています。季節の行事や様々な活動の中での交流はもちろん、挨拶か
らの何気ない会話の中で日常的に馴染みの関係をつくり、笑顔が行き交う楽しみの
ある暮らしの場となるよう、全スタッフが一丸となって取り組んでいます。

　日常生活を送るためには常時介護を必要とする要介護 3 以上の
方々が、安全に、尊厳を持って自立した生活が送れるように、生活
全般にわたる介護、支援を行います。
　詔光の里では、利用者さんお一人おひとりに寄り添うために、日々のコミュニケー
ションを大切にするだけではなく、職員間で統一された支援を行うことを目指して、
定期的に各フロアで利用者さんの日頃の「気づき」を話し合う場を設けています。
　若い職員も多く、いつも笑顔の絶えない明るい職場です。利用者さんに常に寄り
添い、共に手をつなぎ合える皆さんをお持ちしています。

　小規模特養ならではの強みを生かして、利用者さ
ん一人ひとりがその人らしく暮らしていくための介
護や、その人のペースに合わせたリハビリ支援を行
ないます。
　いやしの館は、県内初のサテライト型小規模特別養護老人ホー
ムとして「もうひと思い　ひと手間の介護の実践」を合言葉に、
いやしの館独自の支援を確立してきました。私たちは、職員が
自分の家族に入居してもらいたいと思えるような、丁寧で細や
かなケアを目指しています。介護の仕事に就くために必要な資
格や適正だけではなく、「おじいちゃん　おばあちゃんが大好
き！」という心が大切です。

　日常的に介護が必要な方や一人暮らしの方
が、自宅で安心して生活を送ることができる
ように、生活全般に関わる介護支援や受診付
き添いなどの幅広い支援を行ないます。
　ねぎらいは、何でも相談しあい、和気あいあいとした
雰囲気が自慢の職場で、私たちスタッフは「真心を込め
て信頼される、心通うサービス」「利用者様に心豊かで
ゆとりのある暮らしをお届けする」ことを目標に、利用
者さんがいつまでも住み慣れた地域で過ごせるようお手
伝いをしています。

　自宅で生活されている方やご家族が必要としている介護全般の相
談に応じ、また、ケアプランを作成するケアマネジャーとしての業
務を行なっています。
　ナイスは、ケアマネジャーの事業所です。ケアマネジャーとして利用者様やご家
族の介護に関する悩みを共有し、最良の方法を考えて作成したケアプランによって
利用者さんやご家族が再び明るい表情を取り戻された時には、喜びややり甲斐を感
じることができます。人と関わることの尊さや温かさを感じることができる貴重な
仕事です。

　24 時間 365 日の対応で、在宅での療養生活の安心を支えるサー
ビスです。年齢を問わず健康に不安がある方、病気や障害がある方、
最後を家で迎えたい方など、お一人おひとりの病状や療養生活を専
門家の目で見守り、自立した生活が送れるよう支援しています。
　暖心では、「安全、安心、信用」の理念を基に、利用者様に選ばれるステーション
であるよう専門性の向上に努め、よりよい看護が提供できるように研鑽を積んでい
ます。ベテラン看護師から若い理学療法士までみんなの力で在宅療養生活を支える
心暖かいステーションです。一緒に作り上げていきましょう。

　少人数だからこそできる、利用者さん一
人ひとりに寄り添った支援と、季節に合わ
せた行事やレクリエーション企画で、一日
を楽しく過ごしていただけるようなサービ
スを提供します。
　きらめきでは、利用者さんが「また来たい」「楽しかっ
た」と思っていただけるような支援を目指しています。
　職員一人ひとりの「やりたい」という気持ちを大
切にしながら、楽しく、笑顔になる職場を一緒につ
くっていきましょう。

高齢で介護や支援が必要な方のために
入所施設から在宅介護支援まで
さまざまなかたちで
その人らしいくらしを支え、寄り添います。

自分の家族に入居して
もらいたいと思えるよ
うな、丁寧で細やかな
ケアを目指しています。

利用者様の「ありがとう」
という一言が私たち
スタッフの元気の源です。
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4月 ○入園のつどい
○保育参観

5月 ○親子遠足
○春季健康診断

6月 ○歯科検診

7月 ○プール開き
○夏まつり（又は 8月）

8月 ○七夕会

9月 ○親子運動会
○敬老お祝い会

10月 ○いもほり

11月 ○紐落しお祝い会
○秋季健康診断
○サッカーユニフォーム伝達式

12月 ○健やかしらゆりまつり
○もちつき
○クリスマス会

2月

3月

○豆まき
○生活発表会

毎月

○ひなまつり会
○育了式

○身体計測
○弁当日
○運動あそび

○避難訓練
○誕生会
○おはなしの会
（ストーリーテリング）

しらゆり
イベントカレンダー

3 本柱の保育目標
しらゆり四園では共通の保育目標のもと

日々の保育を進めています。

　そんなしらゆりっ子の育成をめざして、
職員一丸となって日々の保育に取り組んでいます。

健…　心身ともに健康で意志の強い子

美…　素直な心と表現力の豊かな子

和…　友達を大切にし協力し合う子

しらゆり保育園
○職員数 30名程度　○園児数 定員150名
〒690-0033　松江市大庭町135-1　TEL 0852-22-3803

しらゆり第２保育園
○職員数 30名程度　○園児数 定員150名
〒690-0815　松江市西持田町336-5　TEL 0852-23-3340

しらゆり第 3 保育園
○職員数 30名程度　○園児数 定員150名
〒690-0021　松江市矢田町484-6　TEL 0852-26-2356

しらゆり千鳥保育園
○職員数 30名程度　○園児数 定員150名
〒690-0883 島根県松江市北田町188-3　TEL 0852-21-3440

　平成 28 年 4 月に新築移転した保育園です。園舎周辺は豊かな田園
風景が広がり、神話に出てくる史跡や神社などがたくさんあります。
この恵まれた環境を保育に取り入れ、豊かな情操教育とともに子ども
の体力作りにも力を入れています。
　しらゆり保育園は約半世紀、地域に根ざした保育園として歩んできました。私たちは
「笑顔」と若い保育士からベテラン保育士、厨房職員のチームワークを大切に、子ども・
保護者、そして地域の皆さんから親しみを持っていただけるあたたかな雰囲気づくりを
目指しています。ぜひあなたも笑顔溢れる保育園づくりを一緒にしませんか！

　食育に力を入れていて、野菜の栽培や七輪でのクッキングなど
様々な視点で「五感を育てるオープンクッキング」を続けています。
　しらゆり第2保育園は、広い園舎と園庭を持ち、ビジネスパークの公園が近くに
あるため、自然を感じながらのびのび・いきいきと過ごす子ども達の成長を見守る
ことができます。地域の人や年配の方、近隣大学の学生などたくさんの人と関わり
ながら、子ども・保護者、職員みんなの明るい笑顔があふれ、職員の好きなことや、
特技を保育現場で生かせる職場づくりを目指しています。

　乳幼児の保育として、養護面だけではなく、サッカー遊びなどを
通して子どもたちの体力づくりや仲間と協力する情操教育も行ない
ます。
　しらゆり第3保育園は、交通防犯協会・消防署・交番・寿会の方々など、地域の皆
さんとの関わりも多く、私たちもたくさんのことを教わり、支えて頂きながら子ど
もたちの成長を見守っています。サッカー遊びは、「サッカーユニフォーム伝達式」
が昭和 56年から続く伝統ある取り組みで、小さい子どもと大人の職員が一緒にボー
ルを追いかけ、楽しんでいます。

　保育園の周りには散歩コースがたくさんあ
り、大きい子も小さい子も、それぞれの年齢に
合わせたコースでお散歩を楽しんでいます。
　しらゆり千鳥保育園は、松江城周辺にあり、近くには堀
川が流れています。園庭の西側には大きなイチョウやキン
モクセイの木があり、秋になると子供たちはその花の甘い
香りを感じながら落ち葉集めを楽しんだり、築山を登った
り下りたりして身体をしっかり動かしながら遊びます。子
供たちの笑顔に癒され、元気のパワーをもらい、子どもの
成長の「初めて」にやりがいを感じる仕事です。

生後 43 日～就学前までの子どもたちを
養護面だけではなく年齢発達に応じた
生活習慣の自立や豊かな感性を
はぐくむ教育も行ないます。

遊びを通して社会性
を教えたり、地域と
のふれあいを通して
社会性を養っていき
ます。

自然に触れる経験を
大切にし、自然への
感謝の気持ちを持て
る心を育んでいきた
いと思います。

子どもの何気ないつぶ
やきに､心がふんわりと
して､ほのぼのした温か
な気持ちになりほほえ
んでしまいます｡



新規採用職員研修

O-JT
職場内研修

OFF-JT
職場外研修

マンツーマンでの
指導体制

専門的知識の習得にとどまらず
人を育てることをもっとも大切にしています。
一人ひとりがいきいきとやりがいを持って働き、成長してくれるような
環境づくりがしらゆり会の使命だと思っています。

人材育成

福利厚生

○新規採用職員研修
　施設・事業所の理解を深め、様々な取り組みを
学ぶため、法人内の施設・事業所での現場実習を 2
週間行います。
　また、法人の概要、社会人としての基本的な心
構え、救急法、人権啓発等、法人内共通の基本的
事項について 2日間の集合研修も行っています。

○ O-JT（職場内研修）
　各施設、事業所において年間計画を作成し、職
務上必要な知識や技術に関して、テーマ別、職種
別に内部・外部から講師を招いて研修会を定期的
に実施しています。

○ Off-JT（職場外研修）
　職員のキャリアに応じて、社会福祉協議会や職
能団体等が主催する外部研修や、県外の各種大会
へ積極的に参加しています。

○マンツーマンでの指導体制
　新人職員に対して先輩職員を配置し、一人ひと
りの育成状況に応じて、技術面や専門分野の知識
習得などについて段階的な指導を行っています。

エルダー制度
　エルダー制度とは、新人職員に先輩職員（エ
ルダー）が１対１で寄り添いながら、仕事や人
間関係の悩みを受けとめるなど精神的なサポー
トを通じて、新人職員の職場定着を目指す制度
です。

○紫雲寮
　大山ふるさと村にあるしらゆり会の保養施設
です。しらゆり会の職員やその家族、またご友人
など、大人は１泊 1,300 円、小学生以下の子ども
は 900 円で利用することができます。親しい友だ
ちや同僚、またご家族のみなさんといっしょに利
用してみてはいかがですか。

○永年勤続旅行
　しらゆり会で長年にわたって勤務した職員に、
視野を広め、且つ士気を高めてもらう目的で設け
られた制度です。勤続 10 年以上になると、5日間
の特別休暇と国内の研修視察旅行、20 年以上にな
ると 1週間の特別休暇と海外の研修視察旅行がそ
れぞれプレゼントされます。
　これまでにもたくさんの職員が国内では関東、
九州、北海道へ、また海外旅行では香港、中国、オー
ストラリア、シンガポールなどへ出かけています。
みなさんも、頑張ってみませんか！

○事業所対抗ボウリング大会　

　しらゆり会の職員互助会主催で、年 1回開催さ
れます。職員相互の親睦を図ることを目的に開催
されるこのボウリング大会は、参加は自由となっ
てはいますが、毎年たくさんの職員が参加してい
ます。日頃の仕事の悩みやストレスを忘れ、仲間
とふれあい、競ってボウリングを楽しむなかで、
職員同士、和気あいあいと楽しいひと時を過ごし
ています。

新
人
職
員
教
育
体
制

職
場
環
境
体
制

新人職員として必要な能力を獲得し、一組織人として成長できる
教育体制を整えています。また、全職員が新人職員に関心を持ち
皆でその育成に関わっています。

毎日が充実するために…
常に働く人に配慮した職場環境の
整備を行っています。

先輩職員からひとこと
　今回エルダーをするにあたり、自分の１年目の時のことを思い出しました。同期はいましたが、
男性が１人、心細かった事を覚えています。僕には親身になって話を聞いてくれたり、他愛も
ない話で楽しませてくれたり、不安な新人時代に心の支えとなる先輩がいました。自分もそん
な存在になれるようにと思っています。
　園全体がこの取り組みを理解し、支えてもらっているおかげで今安心して取り組めています。
この取り組みで新人職員が、安心して働けるように願っています。�（エルダー保育士：吉坂幸汰）

しらゆり会　統括事務局
○職員数／ 11 名　
〒 690-0031　島根県松江市山代町 934-5 詔光の里内　TEL 0852-21-0789 ★業務内容　

法人全体の事務業務
　担当に分かれて、人事、労務、経理（法人本部及び各施設の経理）、
総務の業務を行なっています。
①仕事内容を一言で
・縁の下で法人を支えるお仕事です。
・書類を通して、組織や人と繋がることができるお仕事です。
②部署の様子
　障がい、高齢、児童など多岐にわたる事業を運営していますので、担
当によって業務内容が随分と異なりますが、11人全員が同じ部屋で顔
を合わせることができる部署です。
③事務員から一言
　パソコンに向かうことが多く、外観からは何をしているのか、また目
に見える成果が解りにくい側面があります。利用者さんと直接お目にか
かる機会もほとんどありません。
　しかし、間接的とはいえ、書類等の先にある施設、職員、利用者さん、
更には取引業者さん、しらゆり会に関わる方々に陰ながら少しでも貢献
できるよう努めています。そこが難しく奥深い魅力だと思います。

　現場の声が反映さ
れ、充実したサービ
スができるよう私達
がサポートします。


