※個人情報保護の観点から、ご本人の写真は非公開、お名前はイニシャルとさせていただきます。

I・O さん（90歳 女性）
入園 1年目

Y・T さん（85歳 女性）
入園 7年目

Q．楽生園での暮らしは？
A．民謡やコンサートなど、
様々な行事があり楽しく
過ごしています。ハーモニカコンサートの時、
以前ご近所でお世話になっていた方が偶然ボ
ランティアとして来園されていてびっくり。
再会できてとても嬉しかったです。
Q．楽生園での暮らしには慣れましたか？
A．はじめは分からないことばかりでしたが、慣
れてきました。職員の皆さん優しい方ばかりで
ありがたく思っています。

Q．楽生園での暮らしは？
A．満足してますが、たまにはウィ
ンドウショッピングに行きたい
な♪ スタッフは大変良くしてくれます。冗談を
言い合って毎日笑っています。現在、ジグソー
パズルを制作中！出来上がったら嬉しいな♥
Q．最近の一番の楽しみは？
A．韓流ドラマを観ること。
Q．楽生園のお気に入りの場所は？
A．「喫茶レストラン茶楽」。とってもいいとこ
ろですよ！

福祉は、「人」と「心」が創り出すあったか～い贈り物…。
cocorist（ここりすと）は、そんな想いを込めて創刊した仙台市社会事業協会の広報誌です。
当法人が運営する各施設の取り組みやスタッフの紹介、ニュースなど、様々な情報を地域の皆さまに
ご紹介します。
＊cocorist（ここりすと）：「心（こころ）」と「ist（～する人）」を組み合わせた造語です。

特 集 ： 『 病後児保育 』 をご存知ですか？

求人案内
介護士さん募集！

保育士さん募集！

◎特別養護老人ホーム仙台楽生園
仙台市青葉区葉山町8-1

◎仙台保育園
仙台市若林区南鍛冶町96-8

募集人員：介護士 若干名
採用条件：初任者研修修了者以上
お問合せ：022-273-4920

採用条件：要保育士資格
お問合せ：022-223-9024

◎グループホーム楽庵
仙台市青葉区葉山町8-1
募集人員：介護士 若干名
採用条件：初任者研修修了者以上
お問合せ：022-273-4920

看護師さん募集！
◎養護老人ホーム仙台長生園
仙台市青葉区葉山町8-1
募集人員：看護師 1名
採用条件：正看護師、准看護師
お問合せ：022-271-7255

こ

ぶく

ろ

子

福

老

お問合せ

採用条件：要保育士資格
お問合せ：022-275-2525

◎仙台市中山保育所
仙台市青葉区中山1-6-2

保育士
氏家菜緒さん
［2011年 採用］

採用条件：要保育士資格
お問合せ：022-278-0549

※介護士、看護師、保育士の労
働条件等につきましては、お
電話で、それぞれの事業所に
ご遠慮なくお尋ねください。

仙台市社会事業協会広報誌「ここりすと」vol.2

「今日はどんな楽しいことが
あるかな～」とワクワクする
毎日です。笑いの絶えない職
場で、可愛い笑顔に癒され、
楽しく働いています！
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技術はもちろん、「おもてなしの心」をも提供できる理容師・美容師を育成したい。教職員達の熱い思い
から生まれた、新しいスタイルの実践教育施設 「仙理美トレーニング・ラボ」 。 その教育とは―。
現代の理・美容業は、「ヘアサロン」から「トータルビューティサロン」へとその業態の幅を拡げ
そこで働く理・美容師にも幅広い技術の修得が求められています。しかし、現代に育った若者たち
には、資格取得のための教育だけではなく、社会人としての「人間形成」と「実践力向上」も必要
な教育となっています。仙理美トレーニング・ラボは、就職先での立ち居振る舞い、理美容師とし
て働く姿勢、そして何より、おもてなしの心を身に付けるための本格実習サロン。教室やインター
ンシップでは学べない新しいスタイルの教育に、理美容業界からも熱い視線が送られています。

［ 仙台理容美容専門学校 ］

編集・発行：仙台市社会事業協会 広報委員会

〒981-0917 仙台市青葉区葉山町8-1

トピックス

０歳児のクラスを担任してい
ます。子供たちの笑顔や成長
を見ることが毎日の楽しみ！
たくさんの笑顔が溢れる中、
楽しく働いています！

「子福老」は、広報誌名の候補の一つでしたが、編集会議でボツに…。しかし、委員長
が何故か「子福老」を気に入り、捨てがたい！どこかで使おう！ということで編集後記
のタイトルとして復活しました。さて「子福老」の意味。子供からお年寄りまでの福祉
を… あ！スペースがない！(笑) 今後とも「cocorist」と「子福老」をよろしく！<英>

cocorist
仙台市社会事業協会

◎柏木保育園
仙台市青葉区柏木1-5-35

保育士
遠藤史歩さん
［2016年 採用］

URL http://www.fukushi-sendai.or.jp/

honbu-zimukyoku@trad.ocn.ne.jp

仙台市太白区富沢南2-18-1

TEL 022-304-2151

仙台理容美容専門学校の詳細は ☞

FAX 022-304-2153
せんりび

Email nyugaku@senribi.com

検索

☞

●特集 『 病後児保育 』 をご存知ですか？
★病後児保育って何？
「病後児」とは、病気の回復期のお子さんを言い
ます。例えば「感染症で熱は下がって元気だが、
出席停止で保育園や小学校に行くことができな
い」、「下痢が続いて体力が低下しており、集団
での保育よりも少人数でゆったり過ごさせたい」、
「微熱はあるが、医師の判断で回復期と診断され
た」といったお子さんに利用していただくための
ものです。

★利用するには？
登録制になっています。登録料はかかりません。
仙台保育園に併設されている【病後児保育室ぱん
だ】に直接お越しいただき、「病児・病後児保育
登録申請書」にご記入いただく方法と、仙台市の
ホームページの「病児・病後児保育」から登録用
紙をダウンロードしてご記入の後、【病後児保育
室ぱんだ】にお持ちいただく方法があります。郵
送していただくことも可能です。

直接登録にお越しいただく際は、登録用紙に予防
接種などの記入欄がありますので、保険証と母子
手帳をお持ちください。
病後児保育をご利用になる場合は、通院時に医師
から「家庭医連絡票」に記入してもらい、【病後
児保育室ぱんだ】にお電話でご予約をお願いいた
します。保護者様には「利用申請書」にご記入い
ただき、利用日の朝に、その2通をご提出いただ
きます。

★担当するのは保育士さん？
保育士と看護師が担当いたします。

★子供たちの過ごし方は？
病後児ですので、外での遊びは控えています。室
内で自分の好きな遊びを楽しみます。生後6か月
から小学6年生までのお子さんをお預かりするの
で、その年齢に応じた遊びを提供するようにして
います。小さいお子さんですと体力も落ちている

仙台市社会事業協会が運営する事業所をご紹介いたします！

仙台市社会事業協会の児童福祉施設「仙台保育園」に併設している
『病後児保育室 ぱんだ』に、“病後児保育”について伺ってみました。
ので、午前、午後とぐっすり眠って過ごすことが
多いですね。

★利用時に必要なものは？
・家庭医連絡票
・利用申請書
・お弁当
・おやつ（2回分）
・麦茶などの飲料水
・コップ
・おしぼり（必要であればエプロン）
・着替え、ビニール袋
・薬（1回分）
※上記以外必要であれば、おむつ、おしり拭き、
ミルク、哺乳瓶 をお持ちください。

★担当者から
病気になると想像以上に体力を消耗します。お子
さんの熱が下がったからと、すぐ保育園や幼稚園
の集団に入れるより、少人数でゆったり過ごすこ
とで、結果的に病気のぶり返しを抑えることがで
きます。お子さんのために、そして、保護者の皆
様が安心して働き続けるための手段の一つとして、
ぜひ【病後児保育ぱんだ】のご利用をお考えいた
だければ幸いです。登録、ご利用お待ちしていま
す。
［ 病後児保育室 ぱんだ ］☎ ０２２-３９５-７２０１

★利用時間は？料金は？
利用時間は 8時～18時。料金は2,000円です。

玉ねぎとじゃが芋の冷たいスープ

様々なおもちゃ(郷土玩具)や絵本を取りそろえ、
子どもたちの遊び場として、地域の皆さまの
交流の場として、広く開放しています。お散
歩気分でどうぞお気軽にお越しください。
TEL 022-273-4920（代）

（材料）じゃが芋２個・玉ねぎ１個
牛乳１カップ・生クリーム半カップ
バター適量・固形スープ
塩・コショウ

のどかに広がる田園風景。
ここは、仙台市若林区沖野 ― 。
沖野デイサービスセンターは、懐かしい“日本の
原風景”を感じられる、そんな場所にあります。
この田園風景に囲まれ、ご利用者の皆さんはゆっ
たりと寛いだり、季節に合わせた様々な行事でア
クティブな時間を満喫したり…。
笑顔にあふれた素敵な時間を、沖野デイサービス
センターは提供しています。

■沖野デイサービスセンター
仙台市若林区沖野7-34-43
TEL 022-282-0539 FAX 022-282-0532
※沖野デイサービスセンターの詳細は

☞

仙台市社会事業

検索

①玉ねぎをスライスしてバターで炒める。
②じゃが芋を角切りし、炒めた玉ねぎと一緒
にスープで煮る（弱火）。この時、塩・コ
ショウで味つけを。
③じゃが芋が崩れるくらい煮たら火を止め、
あら熱をとる。
④③の具材と牛乳をなめらかになるまでミキ
サーにかける。
※水分が足りない時は、牛乳か水を足して調
整してください。
⑤鍋に④を戻し弱火で温める。
⑥最後に生クリームを入れ、塩で味を整えた
ら、冷蔵庫で冷やして召し上がれ♪

仙台楽生園ユニットケア施設群
葉山地域交流プラザ 内
営業時間 10：00～17：30
☆休館日 毎週月曜日

当法人の各事業所では、見学・ご相談を随時
受け付けております。見学等をご希望の方は、
それぞれの事業所にお問い合わせください。
尚、各事業所の詳細、電話番号、ご利用等に
ついては、法人ホームページをご覧ください。
●法人ホームページ

●当法人へのお問合せ（法人事務局 直通）

022-275-2792
［受付時間］9：00～17：00
※土日・祝日を除く

