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社会福祉法人

とやま虹の会だより

お問い合せ先 法人事務局　☎076ー479ー2082

LINE ID
@mmz5625p

虹の会LINE アカウント

とやま虹の会公式チャンネル

虹の会ロゴマークがリニューアル

〒939-3535　富山市水橋新堀17-1
076-478-5521 076-479-2077TEL FAX

水橋介護保険相談所

076-478-5740
〒939-3535　富山市水橋新堀1

076-479-2299TEL FAX

水橋南地域包括支援センター

〒939-0521　富山市水橋中村町2-2
076-479-6610 076-479-6608TEL FAX

生活サポートセンター かけはし

〒939-0531　富山市水橋市江47
水橋ショッピングセンターミューズ内

076-478-4003TEL

在宅福祉センター 虹の橋

〒939-3535　富山市水橋新堀1
076-478-4784 076-478-5740TEL FAX

介護老人保健施設 レインボー

〒939-3535　富山市水橋新堀17-1
076-479-2080 076-479-2077TEL FAX

特別養護老人ホーム しらいわ苑

〒939-0531　富山市水橋市江260
076-478-5501 076-478-5501TEL FAX

デイサービス かけはし

サテライト やすらぎの郷

〒939-0505　富山市水橋東天神町652
076-479-9622 076-479-9622TEL FAX

サロン梅の湯
〒939-3535　富山市水橋新堀17-1

076-478-4636 076-479-2077TEL FAX

しらいわ苑ホームヘルパーセンター

総合的な介護サービスをめざす

TEL FAX〒939-3535  富山市水橋新堀1  　　076-479-2082 　　 076-479-2078 〒939-0521　富山市水橋中村町2-2
076-478-4003 076-479-6608TEL FAX

デイサービス かけはし

オリジナルキャラクター「虹子」

リニューアル号

　この度、とやま虹の会のロゴマークが新しくなりました。
　公募とし、地元水橋の2つの中学校の生徒さんにデザインをしてもらいました。その結果、24点
の応募があり、その中から、三成中学校三年　赤浜優花さんの作品が採用されました。
　12月20日、三成中学校へ訪問し、赤浜さんに感謝状をお渡ししました。どういった思いでロゴマー
クをデザインされたのか伺うと「福祉ということで優しい気持ちを葉っぱで表現し、虹をイメージ」
してデザインをされたとのことです。
　今後ロゴマークは、ホームページ、パンフレット、名刺、封筒など幅広く使って行く予定です。
皆さんのお目に触れる機会もあるかと思いますので、デザインされた赤浜さんの思いも感じていた
だけたら幸いです。
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募集

募集職種

勤務時間

給 　 与
　
　
　

待 　 遇

介護福祉士・介護職員　（正職員・パートとも　ブランク・未経験者大歓迎！！）

正職員／交代勤務・夜勤あり　実働7時間45分　年間休日119日+義務有休5日
パート／相談の上決定します。扶養の範囲内OK

正職員／初任給＋夜勤4回（1回につき8,000円）
　　　　＋処遇改善手当他＝196,400～
パート／時給1,000円以上＋実績に応じて各種手当　
　　　　いずれも資格・経験を考慮のうえ決定します。

　　　　各種社会保険完備、有給休暇（15分単位で取得可能）　
　　　　資格取得支援制度、制服支給
手　当／通勤・扶養・住宅・育児（未就学児1人につき1,500円／月）
　　　　夜勤・職種・処遇改善・盆・年末年始
昇　給／年1回•賞与年2回（7・12月）
その他／駐車場完備　育児休暇・介護休暇制度あり
　　　　3歳まで時短勤務制度あり

介護福祉士
介 護 職 員
心と心の触れ合いを
　　　　大切にしたい
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　いつもご利用いただきありがとうございます。
　虹の橋は、開設1周年を無事迎えることとなりました。これを記念して、2月5日（水）ミューズ水の
市にてイベントを開催、約７０名が参加されました。
　イベントでは、水橋中村町地区で活動中の「コスモス会」の皆さんの踊りの披露があり、たいへん好
評でした。他にもお祝いせんべいの配布やコーヒーの振る舞いを行い、虹の橋にはたくさんの方の見
学がありました。
　今後も引き続き、地域の皆さまに愛される場所となれるよう職員一同努力して参ります。
　ぜひ皆さまお立ち寄りください。
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在宅福祉センター

虹の橋 富山市水橋市江４７
水橋ショッピングセンターミューズ内
☎076-478-4003

コスモス会さんの踊り披露 たくさんの方が見に来てくださいました。

在宅福祉センター虹の橋
誕生１周年！

　今まで以上に充実した内容のリハビリを
展開しています。より多くの在宅復帰に向
けて頑張っています！！

専門のスタッフが個別
に対応しています♪

私たちと一緒に
リハビリしましょう！

介護老人保健施設

レインボー
富山市水橋新堀1番地
☎076-478-4784

その人たちらしく
　　　　生活できるように

　今まではテーブル調整できず食事がし
にくい様子がありましたが、個々の利用
者さんの高さにあったテーブル調整が出
来、利用者さんが食事摂取しやすい様子
が見られています。
　テーブルのサイズもコンパクトで場所
をとらないため、食堂の空間を広く活用
する事ができ食事配膳や利用者の自力移
動、移動介助がしやすくなりました。今
後も導入を進めていきたいと検討してい
ます。

食事介助テーブル導入

　去る10月20日、「オーラルフレイル(口
腔機能低下 ) で健康長寿～口は命の入り
口、心の出口～」と題して、利根保健生協
歯科医師の中澤桂一郎先生を招いての実
践学習会を開催し、職員と地域から 30 人
が参加しました。

　10月27日、富山医療生協、とやま虹の会、
サロン梅の湯の共催で、中村団地町内会、
しらいわ苑家族会、水橋福祉ネットのご協
力のもと、かけはし東側緑地にて 2019水
橋健康まつりが開催されました。雨模様に
もかかわらず、地域から約200人が参加さ
れました。
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オーラルフレイル（口腔機能低下）
　　　　　　　　　で健康長寿

　近隣の居宅介護支援事業所さんにとやま虹
の会の通所、訪問介護の空き情報を 2 週間
に 1 度メールで配信するサービスを開始し
ました。空き情報の他にも、事業所の特色や
行事報告、行事予定、職員のつぶやきも発信
しています。
　パンフレットやニュース
も配信していますので、こ
れからも新しい情報を提供
したいと思います。

日　時：3月26日（木）14時～16時くらいまで
場　所：虹の会喫茶
内　容：体操や健康のお話など

オレンジカフェ開催予定

空き情報配信サービス

水橋健康まつり

水橋南地域包括支援センター
富山市水橋新堀1(介護老人保健施設レインボー内)
☎076-479-2299

特別養護老人ホーム

しらいわ苑
富山市水橋新堀17番地の1
☎076-479-2080

　令和元年11月30日から 3日間、第19回職
員研究交流集会 in金沢に全国から280名の福
祉事業所職員が集まり、「介護保険20年・福
祉のこころ」～人がひととして生きるために～を
テーマに高齢者福祉のやりがいや働きがいにつ
いて学びを高め合いました。
　虹の会から、テーマ別の分科会に事例６演
題を発表し 16名が参加、また北陸での開催と
いうことで大会運営にも協力しました。
　全体会での学びや 21老福連の仲間と交流
会、分科会を通して交流を深め、福祉の仕事
への誇りとやりがいを再確認しました。
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お問い合せ先 法人事務局　☎076ー479ー2082
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虹の会LINE アカウント

とやま虹の会公式チャンネル

虹の会ロゴマークがリニューアル

〒939-3535　富山市水橋新堀17-1
076-478-5521 076-479-2077TEL FAX

水橋介護保険相談所

076-478-5740
〒939-3535　富山市水橋新堀1

076-479-2299TEL FAX

水橋南地域包括支援センター

〒939-0521　富山市水橋中村町2-2
076-479-6610 076-479-6608TEL FAX

生活サポートセンター かけはし

〒939-0531　富山市水橋市江47
水橋ショッピングセンターミューズ内

076-478-4003TEL

在宅福祉センター 虹の橋

〒939-3535　富山市水橋新堀1
076-478-4784 076-478-5740TEL FAX

介護老人保健施設 レインボー

〒939-3535　富山市水橋新堀17-1
076-479-2080 076-479-2077TEL FAX

特別養護老人ホーム しらいわ苑

〒939-0531　富山市水橋市江260
076-478-5501 076-478-5501TEL FAX

デイサービス かけはし

サテライト やすらぎの郷

〒939-0505　富山市水橋東天神町652
076-479-9622 076-479-9622TEL FAX

サロン梅の湯
〒939-3535　富山市水橋新堀17-1

076-478-4636 076-479-2077TEL FAX

しらいわ苑ホームヘルパーセンター

総合的な介護サービスをめざす

TEL FAX〒939-3535  富山市水橋新堀1  　　076-479-2082 　　 076-479-2078 〒939-0521　富山市水橋中村町2-2
076-478-4003 076-479-6608TEL FAX

デイサービス かけはし

オリジナルキャラクター「虹子」

リニューアル号

　この度、とやま虹の会のロゴマークが新しくなりました。
　公募とし、地元水橋の2つの中学校の生徒さんにデザインをしてもらいました。その結果、24点
の応募があり、その中から、三成中学校三年　赤浜優花さんの作品が採用されました。
　12月20日、三成中学校へ訪問し、赤浜さんに感謝状をお渡ししました。どういった思いでロゴマー
クをデザインされたのか伺うと「福祉ということで優しい気持ちを葉っぱで表現し、虹をイメージ」
してデザインをされたとのことです。
　今後ロゴマークは、ホームページ、パンフレット、名刺、封筒など幅広く使って行く予定です。
皆さんのお目に触れる機会もあるかと思いますので、デザインされた赤浜さんの思いも感じていた
だけたら幸いです。
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