










託児所での行事・活動を紹介します！
-----------------------------------------------------------------

託児所『いちこ』の活動日記

子供たちのすくすく日記

ピクニックに行ってきました
•--•—-.一-••---•—-．—-一0—-••--••--••--••--••—-••-—―•--.--••--••--•〇一-.--••--••—-.—―→•---••---——―O---

春は外遊びにぴったりの季節です。公園
に行っておやつをパクパク！食べた後は
鉄棒やすべり台で元気いっぱい遊んでき
ました。外で食べるとおいしいね？

お母さんに
ありがとうの気持ちを込めて…

--.......’....----------------→------------------------------

お花紙でカ ーネー ションをつくりました。母の日にお母さんにプレゼントしたよ。
喜んでくれたかな？お母さん、いつもありがとう（人” ▽`)*

当院でのイベント

行事などのご報告です。

□
」

バイキン
バイバイ！
一―-•一――·-一 ――•一――•一―-•一―-•一――•一―-•一――•一――•一―-•-— ―-•一―-•--

み ん な のかわいい手にも、
バイキンがたくさん??
でんぷんのりとイソジンを
使って実験です)
バイキンが無くなるように、
しっかり手を洗おうね！

6/9 

---------------------------------------------------------------------------------

こんなことがありました

看護再就職支援研修会

結婚や育児などで医療現場を離れた看護師さんが、現場復帰できるよう
サポートするため、毎年看護再就職研修会を開催しています。今回の研修会
は、実際に病棟の業務を経験してもらい、より実践的な研修会となりました。

7/2 第 3 回 病院就職説明会・見学会
昨年はコロナ禍でZoomでの開催でしたが、今年は会場での就職説明会・

見学会を開催しています。今回で今年3回目の開催！感染対策を十分に行い、
病院の中の見学や、実際に働く先輩スタッフとの座談会も行いました。

6 月 『藤井りん作品展』

グリ ー ごgしサークル

当院のガー デンのバラたちが一斉に咲き揃い、それはそ
れは華やかでした。大きなトレリスの前で記念写真の撮影し
ている方々のこぼれる笑みも素敵でした。

今年のオープンガー デンでは、他の方々のガー デンヘ。
小バラをたくさん使ったアーチや他の植物との共演は見事で
した。数年前に開催されたバラサミットの際に植栽したバラ
たちが、素晴らしい成長を見せていますので、来年もぜひお
楽しみください。

七夕
｝笹の葉

サラサラ翠以→

------- .... 冒-=----------------

一人一本の笹に自分たちで作った飾りをつけ、
短冊にお願い事女多
みんなの願いが叶いますように…＊

出展者の藤井りんさんは、フリ ーのイラストレ ー

ター をしながら、作家活動を行っています。今回が
初めての個展となりましたが、様々なタッチで描か
れたイラストを、20点以上展示しました。

なんと今年は電子絵本も出版予定！

7 月 『いっぽの会
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「一歩の会」は、四季折々の草花や身近な題材から感じた思いを描き 、絵手
紙を通じて人々との出会いや技術の向上を目指すサークルです。毎月、玉村町
文化センターにて主に玉村町内の方を中心に教室を開催しています。

回

r院内に素敵な庭を作ろう」プロジェクトチームの活動報告
:°k",,, nl<:l .,.ーベ｀｀ r• ユ← 雫 へ ．ム・ぃ，r e』

老健たまむら事務
老健たまむらの事務では、こ利用者様への請求業務

や介護保険請求業務、受付や電話対応、会計業務や
郵便等の振り分け業務などを行っています。

タブレット面会においては、老健入所者様や病棟入
院患者様のこ家族様のLINE登録及び当日の取次ぎ業
務を行っております。

介護保険改定においては制度変更内容を的確に把握
し細かなチェック業務が必要な部署になります。

請求内容などにこ不明な点がこざいましたら、お気
軽にお問合せください。

内

絵手紙展』

己樹9鼓会インスタ
- 開設しました！

医療法人樹心会
はこのたび召ン
スタグラムJを開
設することになり
ました。右のQRコ
ー ドをスマー トフ
ォンでスキャンし
て、ぜひご覧くだ
さい。皆様からの
フォロ ー お待ちし
ております.P

〇·；翌隠長：：i！：0.. ::::·:-- .:·.:•. ●● •. •::·. ·.•:•:.· ::·::::••甜：g；： ． . ．：:: ！.i. ：：: f:5;• i 
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