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ときわ 園で働くベトナム人

TOKIWA

法人理念 ： 利用者が尊厳を保ち、安心して暮らせる福祉施設をめざす
ときわ園に来て良かった、ときわ園にいるので安心できて幸せだと思っていただけるような明るく温かい福祉施設をめざします。

INTERVIEW



下館農産の皆さん 豊かな自然に恵まれた環境で育つ稲
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INTERVIEW  

―日本での生活は慣れましたか？

フォン：はい、日本に来て1年以上た
ち、ときわ園での仕事と生活は少し慣
れてきました。
ダット：電車に乗ることは一番大変で
す。（今はコロナで外出しませんが）ス
マホで調べても迷うことがあります。

― 日本の食べ物は口に合いますか？

トゥアン：焼きそば、お好み焼き、たこ焼
き、そして焼き鳥が好きです。でもお寿
司はまだ食べることができません。ベト
ナム料理にはお寿司がありませんから。
フォン：ベトナムにいた時、日本人の先
生から納豆は体に良いし肌もきれい
になると言われたので、いつか食べて
みたいと思っていました。初めて納豆
を食べたとき匂いが強く二度と食べら
れないと思いましたが、先生の話を思
い出して再びチャレンジしました。そ
れからは、食べれば食べるほど美味し
く感じるようになりました。

―コロナウィルスのため活動が制限さ
れていますが休日はどのように過ごし
ていますか？

ダット：どこにも行けないので、休みの
日はゲームをしたり音楽を聞いたり、
家の周りの花の写真を撮ったりして楽
しんでいます。
トゥアン：以前は東京に出かけたりしま

した。今は休みの日に日本語や介護の
勉強をしています。また音楽や映画、趣
味の料理などをして楽しんでいます。

―ベトナムにいるご家族は、皆さんを
心配しているのではないでしょうか。

フォン：日本でコロナが流行している
ので両親が心配していますが、電話で
おしゃべりしたり、画面で元気な顔も
見えると安心できます。予定していた
里帰りができなかったので、コロナが
落ち着いたらベトナムに休暇で帰る
予定です　。家族や友だちに会いたい
し、ベトナム料理を食べたり、やりたい
ことがたくさんありますから。

―ときわ園での仕事はいかがですか？

ダット：楽しく働いています。利用者の
皆さんは親切ですし優しいです。いつ
も応援してくれて、とてもうれしいで
す。利用者に毎日楽しく暮らしていた
だけることが一番うれしいです。
トゥアン：日本語は、利用者によって方
言があり早口で言われると聞き取りに
くく、漢字もとても難しいです。職員の
皆さんは親切で優しいです。困ってい

る時は、熱心に教えてくださいます。

―コロナで延期されている2人のベトナム
人に励ましのメッセージをお願いします。

ダット：健康は第一ですから、無理しない
でくださいね。ときわ園で待っています。
フォン：日本に来るのを楽しみにして
いることでしょう。ときわ園ではみんな
も二人を待っていますよ。
トゥアン：もうすぐコロナも落ち着くと
思います。日本に来たら、私たちと一緒
に頑張りましょう。 

3人の方々、ありがとうございました。
さらに2名の方が今年の8月にときわ
園に来る予定でした。早く来てくださ
ることを楽しみにしています。

ときわ園で働く5名のEPA（経済連携協定）によるベトナム人のうち、昨年来日した3人に日本での生活やときわ園での
仕事について尋ねてみました。レー ティ ホアイ フォンさん、レー ティ ゴック トゥアンさん、そして唯一の男性であるグエ
ン バン ダットさんの3人の方々です。

ときわ 園で働くベトナム人

新型コロナウイルスの影響が長引く中
で、閉塞感やストレスを感じ、消極的な
気持ちを持ってしまいがちです。そのこ
とが家族や友人、同僚など身近な人と
の人間関係を悪くしてしまうとも言われ
ています。最近、脳医学者などの専門家
が、こうした状況だからこそ人をほめる
ことが大切だとアドバイスしています。
　専門家によると、脳の中央のあたり
にお金をもらったときに反応を示す｢線
条体｣という部分があり、人はほめられ
るとこの部分がお金をもらった時と同
じように反応することが分かっているそ
うです。つまり、脳にとっては｢ほめられ
ること｣も｢報酬の一種｣ということにな
り、脳のパフォーマンスが上がるという
ことです。ほめられるとうれしくなる理
由がよく分かります。

　ほめ方にも注意が必要です。誠実、
かつ具体的にほめること、また、相手
の能力よりも努力をほめることや、他
の人と比較してほめないことが大切だ
と言われています。お世辞やへつらい
では駄目ということです。
　しかし、ほめることは簡単ではあり
ません。何と言ったら良いか分からな
いと感じることもあるかもしれませ
ん。まずは、他の人の良いところ、頑張
っているところを意図的に探すことか
ら始める必要があります。最初は相手
のしてくれたことに対してはっきりと
笑顔で｢ありがとう｣と感謝するだけで
も良いかもしれません。ある脳医学者
は、｢ほめることは相手が喜ぶだけで
なく、コミュニケーションをスムーズに
し、相互に思考を深めることまで可能

脳の報酬　　　　　　
　　　

にする｣と述べています。ですから、ほ
めることはお互いの益となるので、努
力する価値があると言えます。
　｢適切な時に話される言葉は、銀の
器の中の金のリンゴのようだ｣という
興味深い言葉があります。銀の彫り物
の中の金のりんごはとても美しく、高
価であるに違いありませんが、ほめ言
葉にもそれと同じほど大きな価値があ
ります。果物のりんごとは違い、金のり
んごはずっと輝きを放ちます。同様に
ふさわしいほめ言葉は相手の心にい
つまでも残ります。
　どんな人にもほめられるところがあり
ます。努力が必要ですが、家庭でも職場
でも、どこでもお互いにほめ合って、脳
のパフォーマンスを上げ、今の厳しい状
況を乗り越えていきたいと感じました。

理事長
三枝 弘朋

特別養護老人ホームときわ園では、長
期および短期入所の利用者の方々を
対象としてリハビリテーションを実施し
ております。今回は、「持ち上げない介
護」に関するご紹介です。
　持ち上げない介護とは、ノーリフトケ
アとも言われ、原則として人力のみに
よる持ち上げ・抱き上げをしないケア
のことです。これは、オーストラリアビク
トリア州看護連盟が打ち出したのが始
まりで、日本でも 平成25年に腰痛予
防対策として、厚生労働省が推進して
いますが、全国的にはまだ普及してい
ないのが現状です。
　そのような状況の中、ときわ園では2
年前から腰痛予防対策と併せ、持ち上
げない介護の取り組みを行っています。

　一例として、ベッドから車椅子に移
る際、従来は介護者が二人で持ち上げ
て介助していましたが、今ではスライ
ディングボード（写真）を用いて、横に
滑るように移乗しています。利用者ご
本人も 「あら？」 と移動に気づかない
ほどです。この他にも、床走行リフトや
多機能型車椅子を用意し、持ち上げる
場面を減らしています。

「持ち上げない介護」の取り組み

　持ち上げない介護の実施は、介護
者の腰痛予防だけでなく、利用者の安
全・安心・安楽（負担の軽減）、そして密
接の回避にもつながります。
　私たちはケアのプロとして、腰痛の
リスクを背負いながら働くことや、利
用者に負担をかけることを仕方ない
こととせず、その予防と対策を進めて
います。

作業療法士
石田 琢哉

ショッピングモールで楽しむ3人ショッピングモールで楽しむ3人
スライディングボードスライディングボード 移乗の様子移乗の様子

左から田中施設長、トゥアン、フォン、ダット職員

ショッピングモールで楽しむ3人
スライディングボード 移乗の様子
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デイサービスでは、利用者お一人お一人のニーズに合わせた取り組み
をしています。作物を収穫するだけでなく、水やりや草取りなど、日頃の
手入れも大切な作業です。できること、楽しめることを行ってもらいます。
また、機能訓練指導員と一緒に、楽しみながらリハビリを行っています。

デイサービスの活動

～清掃で心掛けていること～
平野：ここは利用する方にとって家だと
思うので、私も自分の家だと思って清掃
しています。居室に入った瞬間、廊下や
他の部分を利用するときに「気持ちが
良い」と思ってもらえたら嬉しいです。
橋本:利用者さんを自分の祖父母のよう
に感じて清掃しています。清掃をしてい
ると、ときわ園の利用者の皆さんが「い
つもきれいにしてくれてありがとう」「大
変だね〜、手伝おうか？」と声を掛けて
くださるので心が温まりもっと頑張ろう

という気持ちにさせて頂いています。
～今後の意気込み～
橋本:高齢者施設なので安全には十分
気をつけて作業したいと思います。と
きわ園での清掃の仕事からは清掃だ
けでなく、介護に携わる職員の方々の
働きを見て親切や気遣いを示すこと
の大切さも学ばせて頂いています。清
掃の私たちも利用者の皆さんに親切
や気遣いを示しつつ作業して行きたい
と思います。
平野:それぞれみんな自分の持ち場が

「私たち、清掃チームです！」
あって利用する方が心地よいと感じて
もらえるよう頑張っています。私たちも
清掃という持ち場を生かしてその一旦
を担えると思って励んでいきたいです。

日々のお食事を作る上で心がけてい
ることは「利用者の方々に喜んでもら
うこと」です。食事の時間を笑顔で楽し
く過ごしていただけるように献立作成
や調理をしています。「美味しかった」
と声をかけて頂くことで私たちも笑顔
になり、また喜んでもらいたいという
気持ちになります。ときわ園では和洋
中はもちろん、外国料理や郷土料理
なども提供し、飽きのこない食事作り
を意識しています。また毎19日に食育

「利用者の方々に寄り添い、喜ばれる食
事を作り続けて」

エームサービス株式会社
管理栄養士　窪田 安里

清掃チーム
平野都蘭 / 橋本英里

　ときわ園のお食事を作り始めて4年経
ちますが、初心を忘れずこれからも新し
いメニューを取り入れながら、美味しく
安全安心な食事を作り続けていきます。

橋本英里職員（左）と平野都蘭職員（右）

メニューを提供し、食育の活動も行っ
ています。「今月は何の食育だろう」と
興味を持っていただけるよう工夫を凝
らしています。その取り組みが今回、
エームサービスの
社内で「いべログ大
賞」を受賞し表彰を
されました。これも
皆様のご協力あっ
てのことだと思って
おります。

毎日の水やり風景

秋の花を花瓶に

木工品のニス塗り作業

リハビリ風景

昇降運動の機能訓練風景

朝のラジオ体操

目標だった正座ができるようになり，大変
良い表情をされています♪

自主リハビリ用品
いつでも自主的な運動が行えるように，随時
貸し出しをしております。また，自宅での運動方
法の用紙も自由にお取りいただいております。

テラスにて朝顔鑑賞と外気浴を楽しみ
ながら機能訓練中。

いべログ大賞受賞！



昨年の台風の時に玄関が浸水した昨年の台風の時に玄関が浸水した 倒木で車が破損した倒木で車が破損したときわ園に派遣された自衛隊の給水車ときわ園に派遣された自衛隊の給水車昨年の台風の時に玄関が浸水した 倒木で車が破損したときわ園に派遣された自衛隊の給水車
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4月号でも施設内で実施している新
型コロナウイルス対策について少し
取り上げましたが、更にときわ園で取
り組んでいることについてご紹介い
たします。一番苦労したのはパーティ
ションの設置です。職員が手作りした

り、既製品をアレンジしたりして作成
しました。こうした取り組みは、コロ
ナウイルスに限らずあらゆる感染症
対策にも活かされると考えています。
また、施設全体で感染症予防に対す
る意識を高める効果もあると考えて

新型コロナウイルス対策 コロナ禍でも音楽で楽しいひとときを♪

コロナのもとで、利用者の皆様はボラ
ンティアとの交流ができず、楽しみにさ
れていたイベントが減ってしまいまし
た。そこで、音楽大学ピアノ科を卒業し、
４月からときわ園で働いている寺門正
実職員が定期的にピアノやエレクトー
ンを演奏しています。利用者が好きな

童謡や歌謡曲を寺門職員はあまり知り
ませんでしたが、YouTubeで音楽を聴
き演奏できる曲目を増やしました。
　始めはインターンシップに来てなじみの
利用者がいる新館2階のリビングで行っ
ていましたが、寄贈されたキーボードを
使ってピアノやエレクトーンの無いフロ

ここ最近、各地で台風や局地的な豪
雨などに見舞われ甚大な被害が出て
います。年々台風は巨大化し、「100
年に一度の台風」とか、「これまで経
験したことのないような豪雨」などと
いう表現を毎年のように耳にするよう
になりました。老人ホームが被害に遭
ったというニュースも報道されていま
す。数年前にはしばしば「想定外」とい

う表現が用いられていましたが、今で
は「想定外」を「想定」して備えること
が必要になってきました。
　その対策の一つとして、ときわ園では

「災害対応工程管理システム（BOSS）」
を導入することにしました。これは、東
京大学生産技術研究所の都市基盤安
全工学国際研究センターの工学博士で
ある沼田宗純准教授らが開発したもの

で、災害発生時にどのように対応して
いけるか、主に地方自治体向けのシス
テムとなっています。それを老人ホーム
に適用できるようにカスタマイズして、
ときわ園仕様に調整しています。
　災害はないほうがよいのですが、い
ざ発生した時にはあわてずにこうした
備えを活用して利用者を守っていきた
いと思っています。

「想定外」の災害を「想定」する
　―  災害対応工程管理システム（BOSS）の導入

施設長
田中 敬三

います。ここに挙げた取り組みはほん
の一例ですが、皆様に安心してご利
用いただくことができるよう、今後も
更なる対策を行っていきたいと思って
おります。

新館3階 介護主任
鵜澤 和代

アでもできるようになり、今ではときわ園
の4つのフロア全館で演奏しています。
　利用者の皆様は楽しみにされてお
り、時間になると歌集を用意して待っ
ておられます。回を重ねるごとに、声も
大きくなり、今ではフロアいっぱいに
歌声が響いています。

定時の消毒作業

サーマルカメラ(体温計)とアルコール噴霧器を玄関に設置 事務所カウンターとデスク間のパーティション

職員食堂のパーディションとレアウトによる対策 デイサービスのテーブル上のパーティション

朝礼、会議、面会、商談などはオンライン(zoom)で実施
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今年の7月は雨続きでしたが、8月にな
ってようやく夏らしくなりました。アイス
クリームやかき氷を食べたくなる季節
です。厨房のエームサービスからアイス

クリーム製造機をお借りし、各フロアで
楽しみました。数種類の“アイスクリー
ムの元”から好きな味を選び、職員が製
造機にセットすると、ニューッと出てきま

8/3-7 アイスクリーム作り

今年は、行政から各種イベントの自粛要
請が出ており、敬老会も例外ではありま
せんでした。当園でも敬老会は中止とし
ましたが、利用者の皆様を敬う気持ちは
変わりません。それで、元々の「敬老の
日」である9月15日にささやかなイベン
トを行うことにしました。館内放送で施
設長が短い話をし、各フロアで利用者の
皆様に花束やプレゼントを贈呈し、イベ

9/15 敬老の日に

ント食を召し上がっていただくという形
のとてもシンプルなものでした。ご家族
と一緒に過ごすことはできませんでした
が、利用者の皆様にとって特別なひとと
きをささやかながら過ごしていただくこ
とができたと思います。
　利用者の皆様がご家族と自由にお会
いして談笑できるようになる時が、一日
も早く訪れることを願っています。

活 動 ログ
す。自分でカップに受けるのも面白いで
すね。出来立てのアイスクリームはまた
格別ですね。皆さんの笑顔が素敵です。

ときわ園では大勢のボランティアにご協力いただいていますが、コロナ禍になってからは、園庭作業のボランティア以外の方々
にはお休みいただいております。ボランティアの中には、ときわ園開設以来37年近くも継続して活動してきた個人やグループ
がありますが、これほど長期にわたって活動を休止するのは初めてのことです。早く終息して、再びボランティアの方々が元気に
活動される時を待ち望んでいます。

編集後記

8月17日に、千葉市緑消防署の隊員によ
る、短時間救命講習を行いました。3密を
避けつつできるだけ多くの職員に参加し
てもらうため、2部制にし、2m以上の間
隔を開けられるスペースで行いました。
従来は、1組の人形とAEDを使って順番に
練習していましたが、今回は、参加人数分
の人形とAEDが用意されていたので、安
心して受講することができました。
　当園でも、AEDは年1〜2回使用しなけれ

9/11 短時間救命講習

ばならない場面があります。その多くは夜間
に突然に起きるため、その時に対応する夜
勤者には相当のストレスが加わります。AED
は音声で使用手順を案内してくれるとはい
え、慌てていると戸惑ってしまう恐れがあり
ます。周期的に講習を受けることによって、要
救助者の意識と呼吸の確認、周囲の人たち
との連携、心肺蘇生の方法、AEDの使い方
を学び思い起こすことは本当に大切なこと
です。コロナ禍にあって、各種の研修を行う

ことが難しくなっていますが、工夫してでき
るだけ実施していきたいと思います。


