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  皆様、お元気でお過ごしでしょうか？

した。東北、岩手のグループホームでは水害により、入居されている高齢者が亡く

日頃の防災対策の大切さを痛感し

 

 

 

ＮＰＯ法人癒居の平成
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並びに活動予算書が承認されました。

 総会では今後の事業方針に関して次のようなご意見をいただきました。「一人暮らしの方が

“がん”の診断を受け治療が開始されたが、本人は状況を理解されないまま時間が過ぎている。

一人暮らしの方は癒居のようなホームホスピスに入所したいのではないか、知ってもらう方法を

考える必要があるのではないか」国土交通省の試算では、単独世帯は今後増加を続け

は全世帯の

独世帯です。特に、高齢者単独世帯の増加は、孤独死、

会問題と密接に影響する要因となります。世帯構成員数の変化は、医療や福祉、介護サービスに

も影響することでしょう。

ＮＰＯ法人癒居の活動の目指すところは、人生の最終章を安寧に過ごせるよう支援するという

役割を果たすことだと考えております。喫緊の取り組みとしましては、広報や各機関と連携を

強化して癒居の活動を周知させるための工夫をすること。長期的には

ビス内容の質の担保、

運営、支援サービス内容を見直すなど検討を加え取り組むことです。

日頃より“癒居”を気にかけてくださる皆さまには感謝しております。今後ともＮＰＯ法人

癒居へのご理解、ご支援を賜りたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

今年は近所の大歳
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東北、岩手のグループホームでは水害により、入居されている高齢者が亡く

日頃の防災対策の大切さを痛感し
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会問題と密接に影響する要因となります。世帯構成員数の変化は、医療や福祉、介護サービスに

も影響することでしょう。

ＮＰＯ法人癒居の活動の目指すところは、人生の最終章を安寧に過ごせるよう支援するという

役割を果たすことだと考えております。喫緊の取り組みとしましては、広報や各機関と連携を

強化して癒居の活動を周知させるための工夫をすること。長期的には

ビス内容の質の担保、

運営、支援サービス内容を見直すなど検討を加え取り組むことです。

日頃より“癒居”を気にかけてくださる皆さまには感謝しております。今後ともＮＰＯ法人

癒居へのご理解、ご支援を賜りたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
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年度の事業報告および活動決算書と、平成

並びに活動予算書が承認されました。

総会では今後の事業方針に関して次のようなご意見をいただきました。「一人暮らしの方が

”の診断を受け治療が開始されたが、本人は状況を理解されないまま時間が過ぎている。

一人暮らしの方は癒居のようなホームホスピスに入所したいのではないか、知ってもらう方法を

考える必要があるのではないか」国土交通省の試算では、単独世帯は今後増加を続け

割を超えるとの結果が出されています。増加が著しいのは、晩婚化に伴う若年者単
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年度定期総会が 6 月５日（日）ＮＰＯ法人癒居本部にて開催され、

年度の事業報告および活動決算書と、平成
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一人暮らしの方は癒居のようなホームホスピスに入所したいのではないか、知ってもらう方法を

考える必要があるのではないか」国土交通省の試算では、単独世帯は今後増加を続け

割を超えるとの結果が出されています。増加が著しいのは、晩婚化に伴う若年者単

独世帯です。特に、高齢者単独世帯の増加は、孤独死、

会問題と密接に影響する要因となります。世帯構成員数の変化は、医療や福祉、介護サービスに
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強化して癒居の活動を周知させるための工夫をすること。長期的には

一人身の方の支援などが課題に挙げられます。具体的には各事業の

運営、支援サービス内容を見直すなど検討を加え取り組むことです。

日頃より“癒居”を気にかけてくださる皆さまには感謝しております。今後ともＮＰＯ法人

癒居へのご理解、ご支援を賜りたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
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東北、岩手のグループホームでは水害により、入居されている高齢者が亡く

気を引き締めて取り組もうと思います。

月５日（日）ＮＰＯ法人癒居本部にて開催され、

28 年度の活動方針および事業・活動計画

総会では今後の事業方針に関して次のようなご意見をいただきました。「一人暮らしの方が
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一人暮らしの方は癒居のようなホームホスピスに入所したいのではないか、知ってもらう方法を

考える必要があるのではないか」国土交通省の試算では、単独世帯は今後増加を続け

割を超えるとの結果が出されています。増加が著しいのは、晩婚化に伴う若年者単
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役割を果たすことだと考えております。喫緊の取り組みとしましては、広報や各機関と連携を

強化して癒居の活動を周知させるための工夫をすること。長期的には

一人身の方の支援などが課題に挙げられます。具体的には各事業の

運営、支援サービス内容を見直すなど検討を加え取り組むことです。

日頃より“癒居”を気にかけてくださる皆さまには感謝しております。今後ともＮＰＯ法人

癒居へのご理解、ご支援を賜りたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
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東北、岩手のグループホームでは水害により、入居されている高齢者が亡く

取り組もうと思います。

月５日（日）ＮＰＯ法人癒居本部にて開催され、

年度の活動方針および事業・活動計画

総会では今後の事業方針に関して次のようなご意見をいただきました。「一人暮らしの方が

”の診断を受け治療が開始されたが、本人は状況を理解されないまま時間が過ぎている。

一人暮らしの方は癒居のようなホームホスピスに入所したいのではないか、知ってもらう方法を

考える必要があるのではないか」国土交通省の試算では、単独世帯は今後増加を続け

割を超えるとの結果が出されています。増加が著しいのは、晩婚化に伴う若年者単
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強化して癒居の活動を周知させるための工夫をすること。長期的には引き続き人材の確保、サー

一人身の方の支援などが課題に挙げられます。具体的には各事業の

運営、支援サービス内容を見直すなど検討を加え取り組むことです。 
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っていきたいと思います

 

手品をしてくださるボランティア

が来てくれました。 

ボランティアさん大歓迎

  お腹もいっぱい

金曜日は楽しみの手作りおやつ！
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事業方針に共感。

ることになりま
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になります。技術
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手品をしてくださるボランティア

ボランティアさん大歓迎！ 

お腹もいっぱい ♡ 

金曜日は楽しみの手作りおやつ！♡ 

今年は裏庭のプランターに

ミニトマトとキュウリと

ピーマンを

た。元気に

癒居の食卓を彩ってくれました。

苗は、ある

から頂き

ます。毎日の水をやる人、

する人、それを

最後に

新しい野菜

くださる利用者さん

の野菜だけれどいろんな

つなげているんですね。
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勤務時間帯・曜日については応相談

給与 ①時給

   ③1

資格 ヘルパー

護師 

 

 

まずは、お電話下さい。職場見学の上、面接

致します。面接時に資格証と履歴書（写真貼）

をご持参ください。

☎０７９－４９０

ケ ア

夏野菜の収穫

今年は裏庭のプランターに

ミニトマトとキュウリと

ピーマンを二本ずつ植えまし

た。元気に育って、この夏

癒居の食卓を彩ってくれました。

苗は、あるスタッフ

頂きました。土作りをして植えて

毎日の水をやる人、

する人、それを調理する

最後に「おいしいね

新しい野菜は違うね

くださる利用者さん

の野菜だけれどいろんな

つなげているんですね。

感謝です

   

 日勤 7：00 

 遅出 11：

 夜勤 18：

勤務時間帯・曜日については応相談

①時給 950 円～

1 回 14,000

ヘルパー2 級以上

 ※いずれか

まずは、お電話下さい。職場見学の上、面接

致します。面接時に資格証と履歴書（写真貼）

をご持参ください。 
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ア ス ッ タ

夏野菜の収穫 

今年は裏庭のプランターに 

ミニトマトとキュウリと 

二本ずつ植えまし 

、この夏 

癒居の食卓を彩ってくれました。

スタッフが近所で畑をしているおじいさん
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「おいしいねぇ。やっぱり

は違うねぇ。」と言っ

くださる利用者さんたち。ひと夏

の野菜だけれどいろんな人を 

つなげているんですね。 

感謝です。 
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※いずれかの資格をお持ちの方

まずは、お電話下さい。職場見学の上、面接

致します。面接時に資格証と履歴書（写真貼）
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：00 

：00 

9：30 

勤務時間帯・曜日については応相談 
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まずは、お電話下さい。職場見学の上、面接 

致します。面接時に資格証と履歴書（写真貼）

（担当/藤井） 

 集 

近所で畑をしているおじいさん

草をとり見守り

同時募集 ! 

、介護福祉士、正・准看 

 

致します。面接時に資格証と履歴書（写真貼） 

近所で畑をしているおじいさん

見守り


