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守山市石田町に 12 月開所を予定するゆうらいふ 4 つ目の拠点『憩い』の地鎮祭が、施 ࠄ  ߰ ࠬ ࠹  ࠪ ࡚ ࡦ  ᙑ 
工会社様により執り行われました。地元の自治会長、守山市介護保険課担当者、設計事
務所、ゆうらいふより理事長、専務、常務、職員、その他関係者が参列し、工事の安全を祈願しました。

2022 年 7 月 発行

式の最後のあいさつで、理事長の山田亘宏が「新しい職員も募集し、地域の方に喜んでいただけるサービ
スを提供していきたい。世界情勢不安による建設資材への影響が聞かれる中、工事を引き受けていただき
心から感謝している。安全に工事をお願いします。」と述べました。また自治会長から、「町には多くの若
い世代が引っ越してきているが、高齢者世帯も多い。高齢住民が安心・安全に地域で生活できる憩いの場
として、ゆうらいふのサービスに期待している。」とのお言葉をいただきました。
明るく開放的な建物が完成する予定です。
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私が⼊職したきっかけは保活（保育所探し）の為の就職セミナー
でした。 2 ヶ⽉の⼦どもを抱っこしながらの就活。
今まで医療事務やプールコーチ、 コンビニ店員等⾊々な職を勤
めてきましたが、 ⾒学に⾏きここで働きたいと思ってから約３年。
1 番⻑く続いています。
保活のために働き出した
私ですが、 1 ⽉末の介
護福祉⼠試験に合格し
⾃分の夢や⽬標ができ、
『⺟親だけど⼀度きりの⼈
⽣‼⾃分のやりたい事を
やる‼』 をモットーに、 仕
事に趣味のママさんブラス
バンドに資格取得に育児
に、 と励んでいます。
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今は⼿話通訳者を⽬指
して⼿話も勉強中です。
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バトンを渡した⼈：梅影 美知⼦さん（介護福祉⼠）2022 年 4 ⽉号登場
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特定非営利活動法人ゆうらいふ

ゆうらいふ

すいれん
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梨

デイサービス

総合事業

守山市立田町 1231-4

グループホーム
〒524-0001

TEL : 077-585-4070
【Web】http://www.youlife.ne.jp
【メール】info@youlife.ne.jp

居宅支援事業所
〒524-0214

事務局

守山市立田町 1231-4
お気軽に
お電話
ください

ちかこ

殿城 睦⼦

リハビリサポートすいれん 土田 知美

NPO

介護福祉⼠
とのしろ

利用者様が持って来て下
さった多肉植物を一緒に植
え 替 え、す い れ ん 玄 関 に
飾っています。cafe のよ
うなおしゃれな玄関になり
ました☆
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8QN

デイサービス

事務局

☎ 077-585-4070

保育所

守山市川田町 1541-4

☎ 077-581-4606

小規模多機能型居宅介護事業所 グループホーム 事業所内保育所 （認可）
ナースステーション
ヘルパーステーション
定期巡回 ・ 随時訪問型訪問介護看護
〒524-0214

守山市立田町 4135-1

☎ 077-599-0531
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トピックス
ゆうらいふの取り組みや、
各事業所の活動、介護の情報
など配信中です！

●2022 年度通常総会と永年勤続表彰式
●理事長エッセイ
●ゆうらいふトピックス
●新入職員紹介
●コラム「プロフェッショナル」 など

開催報告
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6 月 12 日（日）、2022 年度通常総会を開催しました。今年は会場（琵琶湖マリオッ
トホテル）とオンラインのハイブリッド型で実施し、合わせて 78 人の参加があ
りました。

⟨န㮾తᤶ⢟သᢉ

2021 年度事業報告・決算報告、2022 年度事業計画・収支計画に続き、今年度
から開始の中期計画の策定について審議が行われ、いずれも承認・可決されました。

『ピエタ』は磔（はりつけ）にされたキリストを抱く聖母マリアの悲哀を主題にした彫刻や絵画で、
西欧では長い歴史を持つ素材の一つです。
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ご覧のとおり、若くて美しいマリアがじっとキリストを膝の上にのせ、右手で支えている。誰しも、
この二人の例えようのない神々しさ、美しさに心打たれます。これはバチカンのサン・ピエトロ大
聖堂にあるミケランジェロ、23 歳の名作『ピエタ』です。
死せる我が子を抱いているマリアは慟哭も号泣もしていません。悲しみを抑えに抑えて、むしろ静
けさと穏やかさに満ちているように感じられます。息子を亡くしたこの世の母親すべての苦悩も表
している。誠に美しく、こよなく悲しい。
私の大好きな『モーツァルト』の曲に通じる昇華された悲しみであり、美しさです。かれの曲は、
真っ
青に晴れ、澄み渡った天上の空の様に、この上なく美しい、悲しい。
日本でも、衆生は祈りや感謝の念を捧げる対象として、多くの仏像を造りました。我が近江国には
多数の観音菩薩が安置されており、湖北・渡岸寺の国宝『十一面観音像』がその代表格でしょう！
木浜町・福林寺にも十一面観音さんがおいでです。
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歳を重ねますと否応なしに、多くの知り合いの死に向かい合うことになります。その中でも、子ど
もに先立たれた親の悲しみにまさる悲哀はないでしょう。その悲しみを祈りに託して、死しても子
どもとある、心は通じている、という想いを表した作品が『ピエタ』であり、母親の悲しみを救済
する観音様に通じると、感じています。
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＊参考文献：『生と死の美術館』岩波書店

オンライン職員研修の様子▲

総会に続き、職員の永年勤続表彰を執り行い、参加していた 8 人に表彰状と金一封が授与されました。

『michelangelo』写真集より
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樋上
ਿ ᩏጾ⸏
井上
ゆうらいふナースステーション 川端
渕上 操
遠藤
リハビリサポートゆうらいふ
中西 利明
風早
吉村 公美子 ぐるーぷほーむ花梨
中村
ਿ ᩏጾ⸏
山本
竹内
遠塚 ルミ子 リハビリサポートゆうらいふ
ゆうらいふナースステーション 本田
四本 直子
松岡
リハビリサポートすいれん
田村 泰穂

未香
美知子
扶美枝
幸子
まゆみ
竹美
正栄
とし子
真奈朱
紀子

リハビリサポートゆうらいふ
リハビリサポートすいれん
リハビリサポートすいれん
ゆうらいふヘルパーステーション
ゆうらいふヘルパーステーション
ゆうらいふヘルパーステーション
ゆうらいふヘルパーステーション
ぐるーぷほーむ花梨
保育所すいれん
保育所すいれん
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写真：著作権フリー素材より
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地域の方との橋渡し役として
大変お世話になっています。

はてなフォトライフより

