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新年度にあたって
和田 英孝

新職員の紹介

◆正規職員

支援員主任 三好央
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光風園自立支援課長

主任支援員 野津健二

3

晩春の候、関係各位並びにご家
族・成年後見人の皆様には平素から
格別のご支援とご協力を賜わり厚く
御礼申し上げます。

俳優で歌舞伎役者の香川照之さんと同じ日
に産まれました。いつかご本人にお会いして
みたい気持ちもあります。
光風園は 年振り 回目の勤務となり懐か
しいご利用者、職員の方すべてに再開しご挨
拶したいのですが、現状はそこに注げるエネ
ルギーの余裕がありません。
いまは初めての通所支援の勤務に新しい発
見と大変さの両方を感じている毎日です。今
後も初心を忘れず、謙虚に毎日最善を尽くし
ます。よろしくお願いいたします。
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この度、松江市にある厚生センター晴雲か
ら来ました、野津健二と申します。 年前に
清風園に 年ほど勤務していましたが、光風
園は初めてとなります。以前の仕事との違い
に戸惑っています。
利用者の皆さんと楽しい日々を過ごしてい
ける様に、初心に戻り頑張りたいと思います。
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コロナ禍は年度を超えても未だ終
息が見通せないところですが、予防
接種の計画なども順次進んでおりま
す。今年こそはコロナを乗り越える
希望の 年となりますよう、引き続
きのご支援をお願い致します。
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らず光風園に関わるすべての方々を
対象と捉えています。
未曽有の感染症下ではありますが、
この理念を標榜して明るく希望に満
ち溢れた光風園となるように計画を
進めて参ります。
終わりになりますが、光風園の取
り組みには皆様方の温かいご支援を
欠くことが出来ません。直接お会い
する機会が持てず大変恐縮ですが、
重ねましてのご理解、ご協力をお願
い申し上げます。

令和2年度の退職者・転勤者
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さて、そんな 月。光風園では異
動により新たに 名の職員を迎えま
した。いずれも当事業団施設での経
験をもつ即戦力であり、この新たな
風により明るく前向きな支援に全職
員一丸となって取り組んで参る所存
です。
折しも今年度は第 期中期経営計
画（ 年計画）の初年度にあたり、
計画の柱である①利用者の生活を支
えるサービスの質の向上②職員が働
きやすくやりがいを感じられる職場
づくり③安定的で持続的な経営基盤
の確立の実現に向け、様々な取り組
みを進めているところです。これら
を実現するにあたって、「十人十色
あなた色の花を咲かせましょう～希
望の光と優しい風の中で～」との基
本理念を掲げました。これは個々の
人格や尊厳を互いに守りながら、希
望に向かって共に進んでいく意思を
表したものであり、利用者さんに限
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主任支援員 倉橋裕司

こ の度 、大 田市 にあ る障害 者支 援清 風園 よ
り異 動し てき まし た 藤 原敬子 と申 しま す 。今
までも障害者支援を 携わってきましたが 、
日々 新た な気 付き や学 びの連 続で 新鮮 な気持
ちでいっぱいです。
十 人十 色あ なた 色の 花を咲 かせ るお 手伝い
がで きる よう に 努 めて 参りま す 。 よろ しくお
願いいたします。

主任支援員 藤原敬子

この度、邑南町にあります障害者支援施設
緑風園から異動して参りました、倉橋裕司
く
( らはし ひろし と
) 申 しま す 。光 風 園は初
めて です が、 利用 者様 方が楽 しく 生活 が送ら
れる よう 支援 させ てい ただき ます ので 、よろ
しくお願いいたします。

正 規 職 員
◆自立支援課
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主任支援員 毛利諭史

この度、雲南市にあります 特別養護老人
ホー ム簸 の上 園よ り異 動 して きま した 毛利諭
史と申します。
光 風園 勤務 は初 めて であり 慣れ ない こと分
から ない 事が あり ご迷 惑 をか ける こと も多々
ある と思 いま すが 、ご 利用者 の皆 様 が 楽しく
笑顔 いっ ぱい で過 ごし て 頂け るよ う精 一杯務
めて参ります。よろしくお願いします。
支援員 中島拓司

支援員 野口 恭歌
この度、益田市にある
特別養護老人ホーム雪舟園より
異動してきました野口恭歌
（のぐちのりか）と申します。
障がいのある方の支援は初め
てに なり ます が、 利用 者様方 が 笑 顔で 楽しく
生活 を送 られ るよ う支 援させ てい ただ きます
ので、よろしくお願いいたします。

◆総務課
主任主事 毎高啓
この度、松江市にある
厚生センターから異動して
きました毎高啓
（まいたかけい）と申します。
事務所で働いております
ので 、気 軽に お声 を掛 けてい ただ きま すよう
よろしくお願いします。

大 田市 の障 害者 支援 施設清 風園 から 異動し
て参りました中島拓司と申します。
日 々の 支援 を通 して 光風園 の理 念を 体現出
来るよう努めたいと思います。
◆厨房
支援員 高尾明日美
調理員 青木友希
この度、天神から異動して
きました、調理員の青木友希
（あおき ゆき）です。
特養でお年寄り向けの
食事作りが長かったので、
松 江市 にあ る厚 生セ ンター 晴雲 から 異動に
光風 園で 若い 方に も喜 ばれる 食事 作り を勉強
なりま した高 尾明日 美 （たか おあす み）で す 。 しな がら 頑張 って いき たいで す。 よろ しくお
利 用者 様が 日々 楽し く 穏や かに 生活 できる
願いします。
よう 、お 手伝 いが でき ればと 思い ます 。よろ
しくお願いします。

