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淡路島へバスツアー開催

ケアハイツいたみ
通所リハビリテーション

１２月６日（木）、ケアハイツいたみ通所リハビリテーションでは淡路島へ
の１日バスツアーを開催しました。利用者様１６名、ボランティア６名、職員
８名の計３０名が参加し、淡路島夢舞台温室「奇跡の星の植物館」や「吹き戻
しの里」を訪れました。「吹き戻しの里」では制作体験にも挑戦し、出来上
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がった吹き戻しに童心に帰って喜ばれておりました。通所リハビリテーション
では今年度初めてバスツアーを開催しましたが、利用者様に大好

新春 特集

評でした。ツアー参加を日頃のリハビリテーションの励みにして

新年のごあいさつ申し上げます

いただけるよう、毎年の開催を考えています。
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特別 養護 老 人ホ ーム桃寿園
養護 老人 ホ ーム松風園

おもちつき

P 2・3

１２月６日（木）、桃寿園・松風園で年末の恒例行事、おもちつきが
行われました。近隣にあるみどり保育園、伊丹ひまわり保育園の園児達
もお招きし、園庭での元気なかけ声とつきたてのおもちに、利用者様の
笑顔があふれる１日となりました。毎年、準備から運営までお手伝いい
ただいている伊丹還暦野球チーム「伊丹マスルズ」様をはじめ、ボラン
ティアのみなさま、ありがとうございました。

介護老人保健施設
ケアハイツいたみ

あっけら寒ニバル開催
１２月１６日（日）、ケアハイツいたみで地域交流事業「あっけら寒
ニバル」を開催しました。当日はボーイスカウト・ガールスカウトが中
心におもちをつき、桜台ジュニアバンドクラブを始めとした舞台発表、
おいしい屋台が並んだフードコートなど、地域の関係団体やボランティ
アの方々のご尽力により、地域の方々と利用者様がともに楽しむお祭り
となりました。
開催にご協力いただきました皆様に、厚くお礼申し上げます。
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私たちと一緒に働きませんか！ー現在募集中の求人情報ー
勤務地

①介護老人保健施設ケアハイツいたみ、②ケアハイツいたみ通所リハビリテーション、
③桃寿園デイサービスセンター、④伊丹中央デイサービスセンター、⑤老人ホーム桃寿園・松風園
勤務時間

ほっとな
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職種

応募資格・賃金

介護職

ヘルパー２級以上
日額7,310円～
夜勤１回16,620円～

事務職

普通自動車運転免許（原付バイク可）
日給6,050円～

① 日勤９:００～１７:３０（うち休憩45分）、早出・遅出・夜勤のシフト勤務
② ９:００～１７:３０（うち休憩45分）、早出・遅出のシフト勤務
③

(1)９:００～１７:３０（うち休憩45分）、早出のシフト勤務
(2)シフトによる週３日（週当２０時間未満）勤務

④ ９:００～１７:３０（うち休憩45分）、月～土曜のシフト週５日に加え早出有
⑤ 日勤９:００～１７:３０（うち休憩45分）、早出・遅出・夜勤のシフト勤務

契約期間
待遇

１年（契約更新有、試用期間２カ月有）

各種社会保険、賞与年２回（最高40日/年）、有給・

特別休暇、通勤・年末年始・時間外手当他、正職への登用制

応募

お気軽にお電話ください。面接日をお知らせします。
社会福祉法人

伊丹市社会福祉事業団

☎０７２－７８４ー９９８７
０７２－７８４ー９９８７（月～金
０７２－７８４ー９９８７

【おせち料理】
老人ホーム桃寿園・松風園で元旦に
利用者様に召し上がっていただいたお
せち料理です。食べていただきやすい
ように一口大に切り目が入っていま
す。
利用者様が新年を健やかにお過ごし
いただけるよう、心を込めてお作りい
たしました。

総務課
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度有。
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小規模多機能居宅介護さくら
さくら

新年のごあいさつ
新年のごあいさつ
社会福祉法人

南野デイサービスセンター
南野デイサービスセンター

伊丹市社会福祉事業団
理事長

奥田

利男

新年明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、お健やかに新しい年をお迎えのことと、お慶び申し上げます。
昨年末には総選挙が行われ、再び政権交代がなされました。今年一年の激動を予感させますが、お
正月三が日は寒さ厳しくとも好天に恵まれ、穏やかな新年を迎えることができました。
年が明けるということは、私たち一人一人にとりましても、新たな気持で、この一年を過ごそうと
いう気持にさせてくれます。巳年は現状を脱皮するといわれ、皆様方にとりましても、飛躍の年とな
りますよう願っております。
伊丹市社会福祉事業団も、本年３月には設立２５周年の記念の節目を迎えることができます。これ
もひとえに皆様方のご支援の賜物と深く感謝を申し上げます。福祉を取り巻く環境も変転、変節して
参りましたが、いつの、どの時代においても｢豊かな明日へ あなたとともに歩みます｣という経営理
念を全職員が心に刻み、事業団の次の時代をしっかりと見据えつつ、これからも引き続き、皆様方に
は心豊かに、満足度の高いサービスの提供に努めて参りたいと、新しい年を迎え、改めて決意をいた
しております。
年頭にあたりまして、引続きのご協力、ご支援をお願い申し上げますと共に、本年も皆様方にとり
まして、ご健康でご多幸な年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

「巳」年の新春を迎え、今年一年
はこれまでの歩みを見つめ直し、一
段と進歩できるように努めてまいり
ます。

平成２５年も地域の拠点施設とし
て、地域の皆様とともに歩んで参り
ますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

荒牧デイサービスセンター
荒牧デイサービスセンター
利用 者の 皆様に
「選 ば れ る」魅 力 あ
る施設 を目指 し職員
一同心 を合わ せて努
力し てま いり ます。
書道歴 １０年 のデイ
サービ ススタ ッフが
迎春用 に書 きまし
た。
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新年明けましておめでとうございます
新年明けましておめでとうございます
２０１３年
２０１３年を迎え、謹んで
ごあいさつ申
ごあいさつ申し上げます

ケアハイツいたみ

新年を迎え、気持ちを新たに、利用者様へ満足頂けるサービス提供
と地域福祉の向上に取り組んでまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

訪問看護ステーション
訪問看護ステーション
訪問看護ステーション
伊丹市荒牧・中央・南野・
桃寿園居宅介護支援事業所
東有岡ワークハウス
東有岡 ワークハウス

私達は、乳児から超高齢者まで幅
広い 要望にお応 えできるよ う、知
識･技術･心を磨き、地域の皆様に愛
されるよう努力してまいります。

「急がず・焦らず・マ
イペース」。利用者様に
寄り添った支援で、その
人らしい暮らしを応援す
るために、今年は障がい
者の相談支援に力を入れ
ます。

訪問介護事業所

「介護保険サ－ビ ス
を利用 したい」「認 定
の 手続 き が わ から な
い」「退 院後 の相談 に
のっ てほ しい」……こ
のような時 は、まず ケ
アマネジャ －（居宅 介
護支援事業 所）まで 連
絡を！今年 も 親身( 巳)
に相談にのらせていた
だきます。

中央デイサービスセンター
中央デイサービスセンター

巳年は、富貴栄達（ふうきえいたつ）
の暗示がある干支でもあります。昨年に
蒔いた種が、今年しっかりとした実とな
り、全ての方々に還元できる事業所運営
を目指し、職員一丸となって頑張ってい
きます。
世の中 が『安 穏無 事』な 一年で ある
ことを 願い、私達 は常 に『温 和丁 寧』
を念頭に置き実行いたします。

事務局
荒牧・中央・南野・桃寿園介護支援センター

老人ホーム桃寿園・松風園

訪問入浴介護事業所

平成25 年の伊丹市訪問介護事業所は、利用者
様の健やかな生活を応援するチームの一員とし
て、身（巳）をひきし め、信頼と安心を お届け
する訪問介護サービスに努めます。

介護支援センタ－は福祉の総合相談（高
齢者、障がい者等）窓口です。介護予防デ
イサービス、家族介護者教室、筋力向上ト
レ－ニン グも主 催してい ます。本年も 身
（巳）近な相談窓口として頑張ります。

元気いっぱい、笑顔で明るく、あついハート
で……頑張ります。
利用者様から頂く笑顔がパワーの源です。笑
顔にな って 頂け るよ うな サー ビス を心 がけま
す。

巳年、ヘビの しなや か
さと 素 早い 動 き に見 習
い、今 年 も「使 っ て よ
かった」と言っ ていた だ
けるサービスの提供に 努
めます。

新しい皮を用意して古い皮を脱いでゆく
巳年。でも、変わらない本体は心のかよい
あうサービスです。今年も事業団の多様な
サービスをご活用ください。

