
 ７月から職員の各フロ

アの配置変更が行わ

れました。変更した職

員はもとより、継続の職

員もバタバタしておりま

すが、新しい環境に１

日でも早く慣れるよう努

力し、より良い施設を目

指してまいりますので、

今後ともよろしくお願い

いたします。 
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第５２回回 ＡＭＧバレーボール大会 

上尾中央医科グループ（ＡＭ

Ｇ）は創設５２年目となり、毎年

行われている恒例のＡＭＧバ

レーボール大会が、２０１６年５

月１５日さいたま市記念総合

体育館で、開催されました。当

日は天気にも恵まれ、快晴の

もと暑さにも負けない熱戦が繰

り広げられました。前回大会で

Ｄブロック準優勝を果たした勝

田連合は今年はＣブロックに昇

格しました。  

 予選を順調に勝ち進みました

が、準決勝で浅草病院と対戦

し13-15で惜しくも敗退しまし

た。 

 来年はさらに勝ち進めるよう

頑張って練習したいと思いま

す。 

がんばれ、勝田連合！！

タイム中は選手を扇いで応援。応援団も団結しま

す。

春の花へ植え替えました春の花へ植え替えました 
 ６月に入り、冬の植物から春の植物へと

花壇の植え替えを行いました。通院、来

所くださる皆さんに「綺麗に咲くといい

ね。」と、好評頂いております。今年も色

とりどりの花々が皆さんの目を楽しませて

くれることと思います。 

熱戦！！

色とりどり

新連載!?
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学生アルバイトを受け入れいています 
 介護老人保健施設勝田では、昨今の介

護従事者不足に伴い、学生アルバイトを受

け入れております。 

 施設に入所されているご利用者様と過ご

すことで、介護という仕事に向き合うキッカケ

作りとなれば幸いです。 

皆さんと働ける日を楽しみにしております。 

ＡＭＧ 行事
第９回 指導者のための教育

ワークショップ

６月４日５日

ＡＭＧ主任職初任者研修

６月７日

中途入職者研修会

７月１６日

ＡＭＧ係長以上全体研修会

７月３０日

ＡＭＧ役職者以上研修会

９月１０日

第３７回 ＣＭＳ学会

１０月２日

第５２回 ＡＭＧ大運動会

１０月１６日

ＡＭＧ役職者以上研修会

１１月１２日
第１７回 ＡＭＧワークアウト予選会

１２月１７日

平成２９年

中途入職者研修会

１月２１日
第５２回ＡＭＧ新年診療部交流会

１月２８日

第５２回ＡＭＧ学会

２月５日

ＡＭＧ主任職初任者研修

２月７日

ＣＭＳ事務資格認定試験

２月１８日 

ＤＰＣマスター資格認定試験

２月２５日

老健勝田田

今後の行事予定定定定定定

８月 

９月 

10月 

中休みとさせてい

ただきます 

敬老会 

ボランティアに来

ていただく予定で

す 

運動会 

紅白のチームに分

かれて競います 

介護老人保健施設勝田介護老人保健施設勝田 

   夏祭り夏祭り夏祭り 
 平成２８年７月29日 14：00～

16：00、駐車場で夏祭りを開催しまし

た。今回は天気にも恵まれ、晴天の

もと行われました。ご協力頂いたボラ

ンティアの皆さんと関係各所の方々

に感謝いたします。 

 佐和駅前よろずの会の皆さんによ

る獅子舞（右上）、嫡流水府新刀流

の皆さんによる剣舞（右）。今年も出

店を用意してポップコーンや風船を

配りました（右下）。 

よーく

狙って！

時 間 9：00～18：00（勤務日相談可）

時 給 ７６０円

仕事内容 ご利用者様の話し相手、その他
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ショートステイは ショートステイは

介護を行なっているご家族の病

気、休養などさまざまな理由に

よりご家庭での看護、介護が一

時的に困難になった場合やリハ

ビリが必要になった場合にご利

用いただけます。

～リハビリテーション～

●摂食・嚥下コース

●上肢機能向上コース

●下肢機能向上コース

●認知機能向上コース

●マッサージ

老健勝田

介護老人保健施設勝田

記念日を
　お祝いしませんか

※　当日のご利用者様の体調で医師・看護師の判断により中止となる
　　場合がございます。あらかじめご了承ください。
※　当日のご利用者様の体調で医師・看護師の判断により中止となる
　　場合がございます。あらかじめご了承ください。

・誕生日

・思い出の記念日

・長寿祝い
77歳の喜寿、80歳の傘寿、88歳の米寿、

90歳の卒寿、99歳の白寿、100歳の百寿 等

ご家族様と過ごす時間は、

ご利用者様にとって楽しく貴重なものです。

お気軽にスタッフにご相談ください。

個室、ケーキや飲み物等、

施設でご用意させて頂きます。

獅子舞に噛まれると縁起がいいそう

です（左）。 

民謡民部同好会の皆さんによる、全

国各地の盆踊り（上）。 

ガ
ブ
ッ
！



ホームページもご覧く

ださい。

茨城県ひたちなか市中根5125-2 

電話: 029（276）3111（代）

FAX: 029（274）7702 

地域から信頼される

看護・介護の提供 

介護老人保健施設勝田

難しそうなことも、やってみ

たら思っていた以上に簡単にで

きちゃう方、いらっしゃいます

よね。いろんな経験をしてい

るってこういう時に活かされる

のだろうなあ、と感じます。

*^o^*) 相談員/原田 遠藤

 採用職種 介護福祉士 
賞与  年2回  

 人数 5名 

 基本給 169,000円 昇給 年1回 4月 

初任給 通勤手当 有(上限50,000)円 勤務時間 日勤 午前9：00～午後6：00 

住宅手当 15,000円  夜勤 午後5：30～翌午前9：30 

夜勤手当 有（1回 7000)円  2交代制 ※早番、遅番あり 

介護手当 有 休日 年間120日(1ヶ月平均10日) 

合計(税込み) 184,000円(別途支給有） ※軽井沢・那須・山中湖 保養所完備 

募 集 内 案 

お誕生日 

おめでとうございます 

７月 

 １日 中野 勇（８３歳） 

２１日 高橋 征満（７２歳） 

２７日 柴田 奈美子（８２歳） 

 

８月 

 １日 高橋 きわ（９３歳） 

 １日 瀬野 美枝子（８７歳） 

１１日 宮田 よしの（７３歳） 

１５日 佐藤 寅之助（９２歳） 

１８日 鈴木 みどり（７９歳） 

２１日 館野 豊子（８１歳） 

２２日 二川 正三郎（９７歳） 

２３日 川崎 八十寿（８６歳） 

２６日 黒澤 美登里（７４歳） 

３１日 鈴木 トキ（９４歳） 

 

９月 

 ２日 川又 うた（９７歳） 

１３日 嶌嵜 文子（８２歳） 

１４日 矢田部 洋二（８５歳） 

１５日 深作 謙一（８０歳） 

１７日 寺山 君江（８１歳） 

１９日 高木 タケ（９６歳） 

１９日 佐久間 照子（９１歳） 

２８日 山崎 愛子（９４歳） 


