温かい鍋料理が恋しい季節になりました。
皆様いかがおすごしですか？

ケアサービスあかり
京都市東山区本町12丁目224-2
☎075-533-4934
放課後デイあかり
京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町13-3
☎075-532-0177
2021.11月吉日 NO.44

左右の絵には違いが5つあります（答えは裏面）
※参照 介護ワーカー

日頃はケアサービスあかり・放課後デイあかりを
ご利用いただきありがとうございます。
穏やかに20周年を迎えることが出来ましたのもご利用者様に
温かく見守っていただいたおかげだと感じています。
次は目指せ30周年！
末永くよろしくお願い致します。
代表取締役 鶴谷 耕伺

鶴谷さん

藤田さん

令和3年10月利用者のお知らせ
介護保険制度：132名
（訪問介護50名・総合事業介護型11名・居宅介護支援71名）
障害者総合支援法：64名
（居宅介護34名・重度訪問1名・行動援護7名・同行援護8名・移動支援14名）
放課後デイ：20名・児童発達支援：6名・計画相談：29名
※一部重複あり
『ケアサービス あかり』 連絡先はこちら
〒605-0981 京都市東山区本町12丁目224番2
ＴＥＬ：075-533-4934（ヘルパー室）
ＴＥＬ：075-533-4935（ケアマネ室）
ＦＡＸ：075-533-4939（ヘルパー・ケアマネ共通）
HP ：http://care-akari.com（ケアサービスあかり）
『放課後デイあかり』 連絡先はこちら
〒605-0974 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町13-3
ＴＥＬ：075-532-0177
ＦＡＸ：075-532-0178
HP ：http://www.houday-akari.com（放課後デイあかり）

放課後デイでは、新システムＨＵＧを導入しました。
日々のケア記録もＨＵＧから
確認していただけます！

代表取締役 鶴谷 耕伺

入社してからの出来事や変化

2003.3/1入社

結婚して3児の父に。自分がしていた
ソフトテニスを娘と息子もやりだすとは・・・
ソフトテニス一家になりました。

取締役 三須磨 二朗

2007.6/1入社

取締役 山下 哲弘

2010.4/5入社

10kg太り、15ｋｇﾀﾞｲｴｯﾄ成功！
そしてまた10kg増・・・
からの4㎏減←now!身体に悪そうすね。

あかりに入社する迄対人の仕事に苦手意
識があり、あえて避けてきたように思います。
今となってはどっぷり浸かっています。

相談役 鶴谷 悦子 2001.10/1入社

ケアマネ 藤田 弘子 2001.10/15入社

ケアマネ 吉田 希和子 2018.8/1入社

サ責 井上 拓也 2008.8/1入社

仕事優先の生活をしてきましたが、
今は趣味の時間が増えています。
犬の散歩も運動のひとつになっています。

スズキのチョイノリ！バイクに乗れなかった私に
会社が練習用に買ってくれたバイクです。あれ
から15年、おかげで今日も都大路を超快走！

コロナ禍でのケアマネの更新研修が
無事終了し、何も言うことありません。
ホッとしています。

30歳で入社して、まだまだ若いつもりです
が、深酒や夜更かしに弱くなってきたように
思います。

サ責 中井 絵美 2012.4/9入社

事務管理者 藤田 紗和子 2009.9/1入社

ヘルパー 倉見 伊都子 2002.4/1入社

ヘルパー 前田 直子 2004.4/1入社

平成24年に入社して、9年くらいいます
20代でしたが、30代になり、
なんか・・・老けました・・・

（得意ではありませんが・・・）
パクチーが食べられるようになりまし
た！！

入社して10年で10万円の旅行券をいただ
きました。 二男三男と九州旅行に行き楽し
い思い出ができました。

今までは買う物だと思っていた梅干しや
らっきょうを利用者様の真似をして自分で
作っていること・・・感激

ヘルパー 下林 千都 2008.10/20入社

ヘルパー 東出 充雄 2009.11/24入社

ヘルパー 上林 麗華 2013.7/1入社

ヘルパー 藤田 興司 2013.11/1入社

約束時間-移動時間＝出発時刻
の計算がかなりできるようになりました。

入社する前よりも、より「体が資本」と思う
ようになり、自分の体と向き合うようになっ
た。

京都の地理に詳しくなったこと。
全く分からなかった通り名や東西南北がわ
かるようになった。

２年前に引っ越した事ですね！
住む所大事。

ヘルパー 玉田 勝久 2015.1/11入社

ヘルパー 馬場 桂代子 2015.4/6入社

ヘルパー 深見 秀彦 2015.12/1入社

ヘルパー 山内 恵莉 2015.12/3入社

車を乗り換えて、大事に乗っています。

今までは物を溜めておくのが好きでしたが、
断捨離好きになりました。

コンタクトレンズからメガネに変えた。

出産育児 毎日子供と公園で全力で遊ん
でいます！後はコンタクトやめました！

ヘルパー 高橋 妹津子 2016.3/3入社

ヘルパー 岸本 和江 2016.5.16入社

ヘルパー 徳野 芳子 2014.11/27入社

ヘルパー 仲川 博志 2016.12/15入社

保護犬をお迎えしました！
食いしん坊で天真爛漫な
「モカちゃん」に癒されています。

仕事をして痩せるつもりが
5㎏太ってしまいました！！

娘の子どもが2人産まれ、仕事では大人用、
プライベートでは赤ちゃん用のおむつ替え
に奮闘しています。

あかりに入社後、めっきりアウトドアに行く
事が減りました コロナが落ち着いたら再
開しようと思います。

ヘルパー 西田 好子 2019.4/1入社

ヘルパー 永田 真由美 2020.8/3入社

ヘルパー 山本 直毅 2021.4/1入社

どんどん視力が悪くなってしまって、眼鏡が
ないと文が読めなくなってしまいました。と
てもショックです。

7.5㎏太りました。
頑張ってダイエットします。

4月に入社した時は大阪に住んでいました
が、6月に引っ越して京都市民になりました
あと何故か8㎏痩せました。

放デイ管理者 吉川 大策 2016.4/1入社

放デイ事務 鶴谷 真喜 2010.12/16入社

放デイ指導員 大脇 由香 2017.4/1入社

2人目の子どもが産まれ、さらに賑やかにな
りました。

三児の母になり、子供を通しての出会いが
多く、友人が増えました！

10年くらい続けていたパーマから卒業し、
ストレートの髪にした。

放デイ指導員 田中 誠 2017.7/11入社

放デイ指導員 鳥越 真美子 2017.1/5入社

放デイ指導員 桂 知子 2017.12/26入社

三年前に誕生した孫は偶然にも私と同じ誕
生日です。

猫達が家族に仲間入りし、家がますますに
ぎやかになりました。

キッチンをリフォームしたのをきっかけに、
以前に比べると少し頑張ってお料理するよ
うになりました。

放デイ運転手 岸本 幸博 2017.7/10入社

放デイ指導員 有田 弘二 2018.7/9入社

放デイ指導員 北川 由紀子 2018.8/27入社

私生活でも安全運転をするようになりまし
た おかげさまで次回免許切り替えはゴー
ルド免許です！

僕の住んでいる城陽市は無花果の産地で
して、この時期はここ数年無花果のジャム
をよく作っています。

私が持ってきたCDを子供たちが歌ったり、
踊ったり、聞いてくれて嬉しく思っています。

放デイ指導員 八木 菜々 2020.5/13入社

放デイ指導員 菱野 暖 2021.3/29入社

放デイ指導員 篠原 恵 2021.7/1入社

20cm近く髪を切りました。
（4年ぐらい伸ばしていました）

入社してから子供達と関わる中で周りに起
こる出来事について目を配ることができる
ようになってきました。

ここ数十年、縁がなかった小中学生に人気
のアニメや映画、音楽などがとても気になる
ようになりました。

表面のまちがい探しの答え

あざやかな紅葉の季節、
どうぞお健やかにお過ごしください。
次回あかり新聞は
令和4年2月発行予定です！
編集担当：井上・鶴谷（真）馬場・大脇

