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平成
げます。

二〇一八年新しい年によせて
理事長

ものと思います。

小渡

敬

がうまく出来る事により国民が安心した生活を送れるようになる

構築」という大きな目標に向かっていく年でもあります。これら

えるように「地域医療構想の実現」と「地域包括ケアシステムの

今後迎える超高齢社会において、高齢者医療と介護が一体的に行
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年の新年を迎えるにあたり皆様に謹んでお喜びを申し上

回目の新年を迎えます。これもひとえに地域の皆様の

地域の皆様、新年あけましておめでとうございます。今年で平
和病院は

の統合失調症の「切り札」と言われているクロザピンによる治療

平和病院では昨年は、より高度の治療を行うために治療抵抗性

昨年、日本の経済状況は、世界経済の回復に伴ってこれまでに

を開始しました。また、修正型電気けいれん療法（ｍＥＣＴ）サ

ご支援のお蔭であり心より感謝申し上げます。
無い以上の好景気となり株価も高値を維持し経済活動が活発に

イマトロンの導入を図りました。

期

健・福祉において大きな節目の年になる事を意味しております。

とを祈念いたしまして、年頭のご挨拶と致します。

新年が皆様にとりまして、希望に満ちた明るい年となりますこ

力をお願い申し上げます。

うに努力したいと考えております。本年もかわらぬご理解・ご協

志誠会はこれからも医療や介護を通して、地域に貢献出来るよ

ニティ（生活環境）をより良くするための改修工事を行いました。

陽光館においては外部の全面塗装を行い、内部は療養者のアメ

なっております。本県においても観光客の増加に伴い観光産業や、
その他の関連業界も活性化しております。
しかし、我が国をとりまく安全保障環境は北朝鮮の核実験や度
重なるミサイル発射により緊迫した状況が続いております。早期
の解決が図られることを望むところです。
次医療計画・第

医療面では、今年は診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等
報酬のトリプル改定と同時に、さらには第
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介護保険事業計画が始まる年であります。これは国民の医療・保
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陽光館ボランティアの軌跡

〜ボランティアの皆さんに支えられて〜

陽 光館デ

イケア＆ ひ ま わ り 学 童 ク ラ

♪合同運動会♪

ブ

ひまわり学童クラブのみなさんとの交流会♪地域の子ども達とのふれあいは元気の源になっています。

泡瀬わらべ太鼓さん

健康体操「結の会」さん

オカリナ・ギター演奏会♪
迫力の和太鼓による演武!!

オカリナの音色にうっとり気分♪

健康体操でちゃーがんじゅー★

陽光館では、昨年1年間多くのボランティアの方々による様々な余興がとり行われました。
ボランティアの方々のご協力を得て、療養者の皆様は充実した生活を送ることが出来ます。
本当にありがとうございます。
これからも、多くの方々のご協力の下、より良い施設サービスを行ってまいります。
今年も、多数のボランティアによるイベントを予定していますので、どうぞご期待ください。

にじの色保育園による

おゆうぎ披露会♪
内間安雄民謡研究所さんによる

♪民謡鑑賞会♪

ゆいまーる会さん

琉舞披露♪
♪♪カチャーシー♪♪

華麗な舞いを披露してくれました！

てぃーだぬふぁー童唄会さん

かわいい園児達に癒されます☆

大正琴『虹の会』さん

安慶名バプテスト教会さん

クリスマスコンサート
かわいい園児達に癒されます☆

かわいいプレゼントも頂きました☆
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素敵な琴の音色に酔いしれました♪

就労訓練を通して生活リズム
を整えたい方、一般就労を目標
に働きたい方にオススメの工場

製麺工場
めんくい

作業工程は配合～袋詰めまで

多岐に渡るので、まずはゆっく

りとその方に合ったペースで取

スターベーカリーの商品は、

く「年 越 し そ ば は 毎 年 こ こ！」

寧に教えてくれるので安心して

未経験の方でも、指導員が丁

り組む事が出来る所も魅力の一

や惣菜パン、オーガニックの豆
平和病院となりの喫茶店「ガー

とありがたい声も頂く人気商品

取り組む事が出来る工場となっ

オリジナルの沖縄そばを作っ

乳を使用したもちもち食感の豆
デンクレス」にて、その日に作っ

です！

です！

乳ロール、シンプルで飽きのこ
た出来立てのパンを購入する事

喫茶店「ガーデンクレス」の

パン職人指導の下、菓子パン

ない食パンなど様々な種類のパ

が出来ます。ご家族やご友人に

みで販売しているので知る人ぞ

をして地域の方に愛されていま

冷まし、計量、袋詰めｅｔｃ

計量、製麺、カット茹で、麺

作業内容

一緒にどうぞ♪

ジワークスのコーレーグースを

あったか～い沖縄そばにオレン

寒い季節はまだ続きますので、

ています。

つです。

ンを丹精込めて作っています！

美味しいパンはいかがですか？

知る一品でもあります。

ています。コシがあり食べやす

スターベーカリーで作られた
商品は地域の保育園や高齢者施

フ場や、うるま市内の弁当屋さ

主な納品先として県内のゴル

計量、生地の分割作業、

ん、保育園など、ニーズに合わ

作業内容

に親しまれているパンとなって

形成作業、焼き、袋詰め

せて麺の長さを変えるなど工夫

設にも納品しており、老若男女
います。

ｅｔｃ

店 頭 に 並 び、お 客 さ ま の 手 に

す。

生地作りから手掛けたパンが
渡っていくので、とてもやりが
いのある仕事です。
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製パン工場
スターベーカリー

就 労訓 練 工 場・しせいかい
★ 工場 紹介

農場
グリーンファーム

作業内容

種まき、植えつけ、収穫・栽培全般
選別作業、袋詰め etc

広い敷地の中で、ビニールハウスでの水耕栽培 ( ね
ぎ・水菜 ) や露地栽培 ( 季節に応じて小松菜やキャベツ、
トマト等 ) を行っています。
和気あいあいとした雰囲気の中、指導員と共に畑の
土づくりから種まき収穫まで一連の流れを手作業で行っ
ており、新鮮で美味しい野菜を愛情かけて育てています。
手塩にかけた野菜たちの収穫は達成感に溢れ、次の
作業の原動力になっています！
グリーンファームの商品は地域のスーパーや、地産
地消に取り組んでいるうるま市内の学校給食センター
に納品していますので、ぜひ一度手にとって見てくだ
さい♪

食品加工工場
オレンジワークス

コーレーグース、体力勝負 ( 粉末二味唐辛子 )、乾
燥唐辛子など食品加工の工場です。
ボトルのラベルデザインや工場内の器具も自社オリ
ジナルで作っており、すべての工程において1つ1つ
丁寧に、手作りで制作しています。
オレンジワークスの主力商品であるコーレーグース
は、風味も良く沖縄そばはもちろん様々な料理に相性
抜群！と、ファンの多い商品となっています。
わしたショップのプライベートブランドとして空港
やお土産店などでも大変人気となっており、県外での
沖縄物産展でも取り扱っています！
喫茶店「ガーデンクレス」でも購入できますよ～♪

作業内容

唐辛子ビン詰め、検品、キャップ閉め
ラベル貼り、梱包 etc

野菜選別作業場
野菜市場

作業内容

唐辛子のヘタ切り選別作業
ネギの選別作業 etc

オレンジワークスで使用する唐辛子のヘタ切り・選
別作業や、グリーンファームから出荷されるネギの選
別などの作業が主な仕事となります。
こちらでしっかりと唐辛子選別をしているので、当
事業所の製品は安心・安全だと信頼を得る事が出来て
います！
就労訓練を開始する入り口として、体力に自信のな
い方でも継続して働ける環境ですので、ここで力をつ
けて次の就労訓練へステップアップを目指しています。
皆さん好きな音楽やラジオを流しながら自分のペー
スで作業に取り組んでいます♪
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作業療法便り Vol.12
～作業が変われば人も変わる ???～
こんにちは、作業療法士２年目の喜瀬夢乃といいます。初めて作業療法便り
を担当します。宜しくお願いします。
今回紹介させていただくのは、私が担当しているプログラムでの出来事です。
そのグループは主に 50～60 歳代の方を対象としています。編み物や革細工
などの手工芸、３～５名の少人数グループで取り組むちぎり絵、その他にも塗

作業療法士：喜瀬夢乃

り絵や、プリント課題など学習要素のある課題や趣味的活動を行う場を提供しており、普段は患者
さん各々が静かに作業に取り組まれています。
そんな落ち着いた雰囲気のプログラムで、昨年、12 月に行われるクリスマスイベントへ向けて『ク
リスマスリース』を作ることになりました。
その中のお一人、A さんは、60 代前半の女性。
もともと物づくりが好きだったそうで、以前にリー
ス作りも経験済み。実は、『クリスマスリース作り』
もＡさんの「私、昔やっていたよ。」という一言をきっ
かけに始まったのです。普段の A さんは塗り絵をし
ています。とても静かに黙々と作業をされる方だなぁ
という印象を持っていましたが、リースを作ること
が決まると必要な材料を職員に教えてくれたり、リー
スを作っている最中にも「これは、こうやった方が
うまくいくよ」とアドバイスをしてくれたり、いつもの大人しい印象とは打って変わって、積極的
に周りへ声をかけてくれるようになりました。経験者だけにデザインも繊細で、Ａさん自身もかな
り集中して作業に取り組んでいました。
段々と作品が形になっていくにつれて、他の患者さんからも、「上手！」「可愛い！」と褒められ
ることも多くなり、そのたびに「ほんと？嬉しい。ありがとう。」と笑顔を見せてくれる A さん。
それを見ている私も嬉しくなりました。
今回私が教わったことは、人は誰かに称賛されたり、喜んでもらえた時に初めて、自分の存在や
価値を感じられるということです。
日々作業療法のプログラムを運営している中では、
患者さんの隠れた才能や新たな一面に驚かされるこ
とが度々あります。
本人がやる気を持って主体的に作業を行ったり、
その人の経験や好みをいかした“本人らしさ”を大
切に、本当の意味で楽しみを感じながらメニューに
取り組んでもらえるよう、今後も頑張っていきたい
と思います。
完成したクリスマスリース
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この冬の
めだかの会厚生労働大臣表彰受賞

平成 29 年 11 月 22 日（水）、メルパルクホール【東京】にて児童
福祉法制定 70 周年記念平成 29 年度全国社会福祉大会が行われ、
陽光館にて長年、布裁断のボランティアを継続して頂いている「め
だかの会」が厚生労働大臣表彰を受賞しました。この大会は、多
年にわたり社会福祉及びボランティアの各分野の発展に功労のあっ
た方々に対し、厚生労働大臣表彰を贈っているものです。
表彰された「めだかの会」の皆さんのさらなるご活躍を期待し
ています。

平成 29 年度 永年勤続医療従事者表彰
および中部地区医師会医療従事者表彰

第 70 回九州精神神経学会
第 63 回九州精神医療学会

11 月 22 日（水）沖縄県医師会主催平成 29 年
度永年勤続医療従事者表彰授与式がおこなわ
れました。同表彰は、同一医療機関、施設に
20 年以上勤務された医療従事者に対して行わ
れるもので、今回、当法人から４名の職員が
長年にわたり施設の発展に貢献した功績を評
価され表彰されました。また、今年度から勤
続 10 年勤務された医療従事者に対しても中部
地区医師会から７名の職員が表彰されました。
今後も若手職員のお手本となるよう更なる
活躍を期待しています。

沖縄県医師会主催
永年勤続医療従事者表彰授与式

平成 30 年 1 月 25 日（木）～26
日（金）の 2 日間、第 70 回九州精
神神経学会・第 63 回九州精神医
療学会が宮崎県で開催されました。毎年学会
には九州各県の病院・大学より様々な職種が
集まり、色々な角度から取り組んだテーマが
発表されました。今回当院から看護課の山城
綾乃課長が「長期入院患者に対する生活障害へ
のアプローチ ～Rehab（精神科リハビリテー
ション行動評価尺度）を用いた考察～」につい
て報告され、また作業療法課の比嘉創課長は
座長の役割を担いました。またシンポジウム
では医療事故調査制度が施行開始 2 年目を迎
えたことで「医療事故調査制度と精神科医療に
ついて」、被害者家族・医師・弁護士・医療事
故支援センターと各分野からシンポジストの
方々が参加報告し、真剣な意見交換が行われ
ました。人命を預かる立場から“身の引き締ま
る思い”を強く感じる学会でした。

中部地区医師会主催
永年勤続医療従事者表彰授与式
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精 神 科・心 療 内 科・内 科
病床数：212床（内 指定病床17床）
□ 急性期治療病棟

□ 精神療養病棟

□ 精神科訪問看護

□ 精神科デイ・ケア

受付/午前８:30～11：00 午後１:00～3:00
木・日・祝祭日は休診

電話：098-973- 2000

住所：うるま市字上江洲665番地

介 護 老 人 保 健 施 設

No.84 February 2018

入所定員：140床（認知症専門棟40床）
□ 介護老人保健施設陽光館入所 □ デイケアセンター陽光館 □ ホームヘルプサービスセンター陽光館
□ 居宅介護支援事業所陽光館 □ 短期入所療養施設陽光館
□ 認知症グループホームあおば邸 □ うるま市包括支援センター具志川ひがし

受付/午前８:30～12：00 午後１:00～5:00 木・日・祝祭日は休館
電話：098 -９７４-４０００ 住所：うるま市字上江洲661番地

発行日：平成 30 年 2 月 10 日 発行所：〒 904 － 2222 うるま市上江洲 665 番地
TEL098（973）2000 FAX098（974）5169

医療法人社団志誠会

障がい福祉サービス事業所
□グループホームしせいかい（外部サービス利用型共同生活援助・短期入所）
□自立訓練事業所しせいかい（宿泊型自立訓練・生活訓練・短期入所）
□就労訓練工場しせいかい（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型）
□相談支援事業所しせいかい（計画相談）

各施設へのアクセス

うるま
警察署
●
県営松原団地●
ニュー三和●

県道10号線

●機動隊
●うるま市
消防本部

★
★

陽光館

★

障がい福祉サービス事業所

平和病院
うるま市芸術劇場●

●天狗
県道224号線
◀石川方面

平良川交差点

沖縄市方面→
県道75号線

編 集 後 記

発行責任者：理事長 小渡敬
編
集：志誠会広報誌編集委員会

新年早々から異常気象、北陸を中心に大雪になった 2018 年。今年はどんな年になるか不安な気持ちにもなりますが、
2 月には平昌オリンピック、そして 6 月にはロシアサッカーワールドカップが開幕いたします。まさに世界的なスポー
ツイヤーとなり、日本国民がスポーツで大いに盛り上がる年となることと思います。
さて今回の新春号は、恒例の理事長あいさつ。陽光館では、昨年多くのボランティアの方々の協力により、療養者
の皆様が沢山の笑顔と喜びで溢れていました。布裁断のボランティアでお世話になっている「めだかの会」の皆様が
厚生大臣表彰受賞とうれしいニュースもあります。また、就労訓練工場しせいかいでは、各工場の特徴が紹介され訓
練生が真剣に取り組んでいる様子が写真から伺えます。ぜひ一読いただければと思います。
広報誌「しせいかい」は精神科医療、介護、リハビリテーション等を様々な角度から地域へ紹介していきたいと思っ
ていますので今年もよろしくお願いします。戌年は将来的な成長のために力を蓄える年だと言われます。その意味で
の準備の年として、色々なことに地に足を付けて努力する 1 年にしていきたいと思います。

（伊芸

幸政）

●ご意見・ご感想は右記までお寄せ下さい。ホームページアドレス http://www5.ocn.ne.jp/̃heiwahsp/

