
受賞者紹介 

令和２年度 

第１回キラリふくしま介護賞 

主 催 ： 福 島 県 



 福島県内の介護施設等で勤務し、利用者に対する対応が優れている、新人職員、後
輩職員への指導・助言に積極的に携わり、チームワークの向上に貢献している等によ
り、職場でキラリ輝いている介護職員の方を表彰するために、令和２年度に県が新た
に設けた制度です。 

1 宗像　美歌 ショートステイよしま（いわき市）

2 平子　恵利花 特別養護老人ホーム玉川ホーム（郡山市）

3 安齋　拓也 南東北春日リハビリテーション・ケアセンター（須賀川市）

4 村松　知里 リブレ松川看護小規模多機能型居宅介護（福島市）

5 佐藤　景子 特別養護老人ホーム　光の森の丘（郡山市）

6 芳賀　あゆみ デイサービスセンター守山（郡山市）

7 菅野　ちはる ロング・ライフ24時間訪問介護看護事業所（福島市）

8 江花　莉紗 健康倶楽部あいづ　ショートステイ「鶴成館」（会津若松市）

9 菅原　将 介護老人保健施設　小名浜ときわ苑（いわき市）

10 桃井　薫 特別養護老人ホーム福寿園（南相馬市）

11 渡部　奈緒子 特別養護老人ホーム会津みどりホーム（会津若松市）

12 箭内　喜恵 養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム（郡山市）

13 菅野　愛 特別養護老人ホーム星風苑（伊達市）

14 桃井　利香 特別養護老人ホーム梅の香（南相馬市）

15 坂本　春加 丸光ケアサービス富田支店＜訪問入浴＞（郡山市）

16 古川　拓也 小規模多機能型居宅介護事業所　アルコート並木（郡山市）

17 佐藤　綾美 介護老人保健施設光の森（郡山市）

18 柳沼　直樹 福島県やまぶき荘＜特別養護老人ホーム＞（西郷村）

19 鈴木　綾 浅川町デイサービスセンターさぎそう（浅川町）

20 鴫野　弥生 特別養護老人ホーム　スプリングガーデンあさか（郡山市）

21 田部　直子 comくらぶ＜訪問介護＞（会津若松市）

22 吉田　亜純 介護老人保健施設オリオン（郡山市）

23 菅野　美音 特別養護老人ホームあつかし荘（桑折町）

24 高原　忠浩 特別養護老人ホーム「たまかわ荘」（玉川村）

25 渡邉　はるか グループホーム　リブレ松川（福島市）

26 庄司　光 特別養護老人ホームけいわ苑（喜多方市）

27 西村　優 特別養護老人ホーム　ハッピー愛ランドほばら（伊達市）

28 渡部　俊介 グループホームあじさい（湯川村）

29 鈴木　哲 特別養護老人ホーム会津敬愛苑（会津若松市）

※順不同、敬称略

※所属・勤続年数等の情報は令和２年４月１日現在です。

※写真は各施設から提供されたものであり、過去に撮影されたものも含みます。



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             ショートステイよしま（いわき市） 

 
 
 勤続年数：５年  1   
 
 趣味：映画鑑賞  1 
 

 特技：バドミントン 1 
 

優しい笑顔と声掛けで利用者から頼りにされる存在です。 
親しみやすい雰囲気を持っており、利用者から孫のように 
気をつかわせることなく、その上とても丁寧な対応が 
できる介護士です。一方で冷静で確実な姿勢もあります。 

 いつも優しく丁寧な介護を心がけ、利用者が笑顔で安心して過ごせる生活の場を作って 
いけたら良いなと思っています。介護の仕事は大変なこともたくさんありますが、相手の 
立場に立って物事を考えることのできる仕事です。日々働く中で人として成長できる 
介護の仕事は魅力的だと思うので、一緒に働く仲間が少しでも増えたらうれしいです。 

Q上司（小針さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 幼い頃、祖父や曾祖母と一緒に住んでいたこともあり、 
元々お年寄りの方と接することが好きでした。 
 また、母が長年自宅で介護をしていたため、身近で介護 
する姿を見て、興味を持ったことがきっかけです。 

 宗像さんは、利用者の気持ちを第一に考え、親身になって対応しており、利用者との
間に強い信頼関係が築かれています。仕事をするうえで、利用者一人ひとりに一番良
いケアの方法を客観的なデータや根拠をもとに考え意見することで、協力して仕事を進
めていく原動力となっています。また、新人職員が仕事で悩んでいるときには、タイミン
グを見計らってフォローするなど後輩育成にも取り組んでいます。働きながら介護福祉
士の資格を取得し、現在は介護支援専門員の資格の取得を念頭に日々業務に励んで
います。 
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宗像さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             特別養護老人ホーム玉川ホーム（郡山市） 

 
 
 勤続年数 ５年 1   
 
 趣味： あつ森 1 
 

 好きな芸能人：浜辺美波 1 
 

 勤務に励みながら、介護福祉士の資格を取得した 
努力家です。現在、喫茶コーナー担当や後輩育成のプリ 
セプターとしても活躍し、明るい笑顔は利用者だけでな 
く周りの職員も和ませています。 

 私の目標は、先輩職員のようになることです。利用者の急変時の対応や、わからないこと 
は何でも聞きやすく、注意すべきことはきちんと注意する、そんな先輩方は私の憧れです。 
介護はとても大変というイメージがありますが、やりがいや楽しさを感じられる職業です。 
実際にやってみて初めて介護の魅力がわかると思います。ぜひ一緒に頑張りましょう！ 

Q上司（國分さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 高校在学中に福祉施設でボランティア活動を行っていて、 

利用者と交流していく中で、介護の道に進みたいと 

思ったのがきっかけです。 

 平子さんは、明るく親しみやすい性格で、常に笑顔で利用者に接しています。職員
が提案して事業化した「喫茶コーナー」を担当したときは、手作りのクッキーやケー
キを作り、多くの利用者から好評でした。また、働きながら介護の技術と知識を学び、
介護福祉士国家試験に合格しました。現在はプリセプターとして、新人職員への技
術指導とメンタル面のサポートを行うなど、新人職員のスキルに合わせたきめ細や
かな指導を行っています。 
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平子さんのプロフィール 

＜右から２番目＞ 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             南東北春日リハビリテーション・ケアセンター（須賀川市） 

 
 
 勤続年数：８年 1   
 
 趣味：フットサル  1 
 

 好きな食べ物：しいたけ 1 
 

 家族や職員だけでなく利用者に対しても優しく素直に 
接することができ、何事に対しても熱心で信頼されている 
人物です。家事と育児に励み、献身的に働く妻をサポート 
しているイクメンでもあり同僚からも尊敬されています。 

 介護を通じて、利用者や利用者に関わる多くの人々と時間を共有する中で、それまでの 
自分の価値観や人生観では見えてこなかったことを人と深く関わることで知る、考える、 
共感する、人間として成長できる、介護はそんな仕事だと思います。福祉や介護に興味の 
ある方は、是非その気持ちを大事にし、挑戦への一歩を踏み出してほしいと思います。 

Q上司（古内さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 小学生の頃、社会福祉士についての授業で地域や高齢者の 
ために尽くしていることを学び、福祉の世界に興味を 
持ちました。ボランティアや就業体験を経験し、人の役に 
立つ仕事がしたいと考え、介護の道に進むことを決めました。 

 安齋さんは、利用者とのコミュニケーションを特に大切にしており、言葉遣いや対
応がとても丁寧で明るい性格のため、施設のムードメーカーのような存在です。 

 これまで、ユニットリーダーや新人職員のプリセプター、施設内各種委員会の委員
長などを歴任し、後輩職員の良き模範となるほか、施設運営に大きく貢献していま
す。現在は、多職種連携に尽力し、利用者の自立した生活を支援できるよう取り組
んでいます。 
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安齋さんのプロフィール 

＜写真右＞ 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             リブレ松川看護小規模多機能型居宅介護（福島市） 

 
 
 勤続年数：８年 1   
 
 趣味：映画鑑賞  1 
 
 休日の過ごし方：  

 自宅でゆっくり過ごす1 
 

 震災から命の尊さを知り、自分にできる事や人の役に立 
つ事を考え、高齢者に接していきたいという想いを村松さ 
んから強く感じます。高齢者の心をつかむのも上手で皆様 
から孫のように愛されています。 

 日々、介護の仕事を続ける中で、少しずつ勉強し介護福祉士の資格を取得できました。 
今はより専門的な知識を学びたいとの気持ちから今年は介護支援専門員の資格取得を目指し 
ています。これからも利用者が安心して穏やかに過ごせるような支援に努めていきたいです。 
また、この経験や知識をこれから介護を目指す人たちへ繋げていければと思っています。 

Q上司（菅野さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 私は幼少より祖父母と過ごす事が多く、介護についても 
興味を持っていました。その頃震災に遭い、命の大切さに 
ついても深く心に残りました。その後就職活動する中で何 
か人の役に立つ仕事をしたいと思い介護の仕事を選びました。 

 村松さんは、東日本大震災により避難を余儀なくされ、その体験の中で命の大切
さを感じ、高齢者の力になりたいという気持ちから介護の道を志しました。 

入職後にヘルパー２級や介護職員実務者研修を修了し、介護福祉士国家試験にも
合格しました。何事にもコツコツと努力しながら取り組んでいる姿は、他の職員の模
範であり、リーダーとなった現在は、職員一人ひとりに合った指導・助言をし、チーム
作りに貢献しています。 

村松
むらまつ

 知里
ち さ と

 

村松さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             特別養護老人ホーム光の森の丘（郡山市） 

 
 
 勤続年数 ９年 1   
 
 趣味：旅行・買い物  1 
 

 好きな食べ物：ハンバーグ 1 
 

 責任感が強く、自身の介護感をしっかりと持ち介護に 
従事している姿が見て取れます。また、利用者との関わり 
を大事にしていて、利用者一人ひとりに寄り添い、共に 
考えられる事が、他の職員から信頼されているところです。 

 職場には、尊敬するスタッフがたくさんおり、みんなと足並みを揃えていけるようこれか 
らも努めていきたいです。辛い事や大変な事もありますが、それ以上に人との関わりや命に 
ついて考え、学ぶことができるとてもやりがいのある仕事です。私もこの仕事に誇りを 
持っています。介護の道を志すことに自信と誇りを持ち、頑張ってください！ 

Q上司（遠藤さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 同居していた祖母が病気で介護が必要となったとき、母が 
長年勤めた職を辞め、ホームヘルパーの資格を取りました。 
そんな母の姿を見て介護に興味を持ち、自分も何か力に 
なりたいと思ったことがきっかけです。 

 佐藤さんは、利用者をよく観察して、利用者が「何を伝えたいか、どのようにしたい
のか」を考えて介護することを一番に心掛けています。また、ユニットのサブリー
ダーとして職員間のコミュニケーションを積極的にとり、後輩には丁寧にアドバイスを
し、最後まで見守りながら指導にあたっています。 
何か問題が発生したときは、すぐに職員間で話し合いを行い、改善に向けた行動をとる
など積極的に介護に向き合っています。 
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佐藤さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

                デイサービスセンター守山（郡山市） 

 
 
 勤続年数：５年 1   
 
 出身地：三春町  1 
 

 好きな食べ物：チョコレート1 
 

 私のプリセプターとして、丁寧に仕事を教えてもらって 

います。利用者だけでなく、職員にもいつも笑顔で接し、 

一つ一つの仕事も丁寧で、尊敬できる先輩です。 

 人と携わる仕事は大変ですが、利用者の生き生きとした笑顔が見ることができるので、 

毎日とてもやりがいを感じています。介護の仕事が初めてでも丁寧に教えてもらい、 

技術を身につけることができるので、安心して仕事に取り組めます。 

Q後輩（馬場さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 中学生のとき、職場体験で施設を訪ねた利用者から 

「ありがとう」と言われたことがきっかけで、人の役に 

立つ仕事に就きたいと思い、介護の道を選びました。 

 芳賀さんは、利用者を尊重し、その方の楽しみや喜び、生きる力を引き出すことを
考えながら、日々業務にあたっています。細やかな気配りや笑顔を絶やさず介護に
あたる姿は、後輩の良き模範であり、プリセプターとして後輩の指導に努めています。
また、介護リーダーとして、インシデント※に基づく接遇の改善や業務負担の軽減を
取り入れた業務見直しを積極的に行い、チームワークの向上にも貢献しています。 
 

※インシデント：事故などの危難が発生するおそれのある事態 
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芳賀さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

              ロング・ライフ24時間訪問介護看護事業所（福島市） 

 
 
 勤続年数 ５年 1   
 
 出身地：二本松市 1 
 
 休日の過ごし方：  

  録画したテレビを見る 1 
 

 持ち前の明るさで利用者への対応や職員間での関わりを 
持ってくれ、雰囲気をあたたかくしてくれます。 
「人の話しを聴く」という、基本的な事だけど難しい事を 
さりげなく笑顔でできるのも魅力の一つです。 

 今後も利用者との関わりを大事にし、スキルアップを目指します。日々学ぶことが多く 
あり、周りの方に支えられながら頑張ることができています。大変だなぁと思うこともあ 
りますが、利用者やその家族から感謝の言葉をいただくと、とてもやりがいを感じます。 
 これからも介護の仕事を盛り上げる仲間が増えてくれるといいなと思います。 

Q同僚（紺野さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 私が高校生の時、祖母が介護サービスを利用し始めたこと 
がきっかけで介護に興味を持ちました。ボランティア活動で 
施設見学をして、楽しそうに働く職員や笑顔の利用者を見て、
自分もやってみたいと思いました。 

 菅野さんは、常に笑顔を絶やさず、利用者だけでなく、地域の方々にも可愛がられ
る存在です。職員間のコミュニケーションを積極的に行い、情報の共有や連携を図
りながら、日々業務にあたっています。また、働きながら介護福祉士の資格を取得し、
今年度は、事業所の中で最年少ながらサブリーダーに任命され、管理者や他の職
員の仕事をよく観察し、自分に何ができるかを考えながらサポートにあたっており、
職員と管理者間の良き潤滑油となっています。 
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菅野さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

            健康倶楽部あいづショートステイ「鶴成館」（会津若松市） 

 
 
 勤続年数：７年 1   
 
 趣味：音楽鑑賞 1 
 
 好きな芸能人： 
  ケンドーコバヤシ 1 

 

 とにかくいつも明るく元気で、誰に対しても丁寧な言葉 
掛けと安心できるケアを行うことができます。リーダーと 
して常に状況を把握し、事業所全体がスムーズに運営でき 
るよう取り組める頼もしい存在です。 

 入職前は不安でいっぱいでしたが、今では利用者の笑顔や「ありがとう」の言葉に喜び 
とやりがいを感じています。辛いことや上手くいかないこともたくさんありますが、 
だからこそ面白く、日々自分自身を成長させてくれる仕事だと思っています。今後も 
職員一丸となって、利用者一人ひとりがその方らしく過ごせるよう努めていきたいです。 

Q上司（小林さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 祖父の介護をしていた経験を活かし、困っている高齢者 

とその家族の力になりたいと思ったのがきっかけです。 

 江花さんは、入職当時からとても落ち着いた様子で、明るく真剣に仕事に取り組ん
でいます。入職時は無資格でしたが、働きながら介護福祉士の資格を取得し、のち
にユニットリーダーに任命されました。他の職員からの相談等に対し真摯に耳を傾
け、的確なアドバイスを送るなど職員教育にも熱心に関わっています。現在は、介護
副主任として、ユニットを統括しながら、管理的な業務にも積極的に取り組み、自身
のスキルアップにも励んでいる日々を送っています。 
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江花さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

               介護老人保健施設小名浜ときわ苑（いわき市） 

 
 
 勤続年数 ８年 1   
 
 趣味：ランニング 1 
 
 特技：ゲーム全般 1 

 

 介護技術はもちろん対人援助に磨きをかけ、今後当施設 

の次世代を先導するようなリーダー的な存在になるよう、 

持ち前の前向きさと気付き目線をもって頑張ってほしいです。 

 介護は大変な事も多い仕事ですが、利用者との交流が自然と笑顔にしてくれる一面も 
あり、やりがいがあります。また、介護や医療などに関する知識と技量を身に着けること 
ができ、私生活においても大変役立つことが多いです。介護の道を志す皆さんには是非頑 
張ってほしいです。 

Q上司（佐藤さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 祖母と過ごす機会が多かったため、自然体で高齢者と 
接する事ができていました。その後、福祉体験で高齢者と 
関わり笑顔を見たときに、今後も関わっていきたいと 
感じました。 

 菅原さんは、利用者に常にやさしく接し、その上で何がその方に最善かを考えなが
ら日々業務にあたっており、いつも利用者を笑顔にしています。入職後は介護技術
やコミュニケーション能力を身につけ、介護福祉士の資格を取得しました。それらを
活かし現在は後輩職員へ丁寧な指導と的確なアドバイスが行える職員へと成長し
ています。若い職員のリーダー的存在であり、先輩職員の意見のみに左右されず、根
拠を持った発言をしながら意見交換をするなど、チーム全体を活性化しています。 

菅原
すがはら

  将
しょう

 

菅原さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

               特別養護老人ホーム福寿園（南相馬市） 

 
 
 勤続年数 ８年  1   
 
 趣味：ゴルフ・野球 1 
 

 出身地：相馬市  1 
 

 桃井さんは穏やかで優しい性格ですが、自分の考えを 
しっかり相手に伝える発言力もあり、何事にも一生懸命 
です。利用者に対して優しく微笑んで接する姿に同僚職員 
も癒されます。 

 利用者が安心して穏やかに生活していただけるよう、より多くの知識・技術を身に 
つけていきたいと思います。介護の仕事は大変というイメージがあると思いますが、 
利用者から感謝の言葉を頂いたり、季節毎の行事を一緒に楽しめるなどやりがいのある 
仕事ですので、ぜひ介護の道へ進んでください。 

Q上司（細野さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 高校2年生から選択科目で介護・福祉について学び、 

ボランティアなどに参加してきました。高校で学んだ知識 

を活かす為にも介護の道を進みました。 

 桃井さんは、誰に対しても優しく、思いやりを持って向き合うことができる性格で、
利用者のみならず職員からも頼られる存在です。入職時は無資格でしたが、働きな
がら介護の知識と技術を学び、介護福祉士の資格を取得しました。これまでエリア
リーダーとして、利用者の生活と職員の相談役として、安心して生活できる環境づく
りに取り組んできました。また、事業所の代表者として、母校を訪問し、介護の魅力
や必要性を伝えるなど、介護・福祉の普及にも取り組んでいます。 

桃井
も も い

  薫
かおる

 

桃井さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             特別養護老人ホーム会津みどりホーム（会津若松市） 

 
 
 勤続年数 ６年 1   
 
 趣味：ジョギング 1 
 

 好きな食べ物：あんこ 1 
 

 渡部さんは入職当初から実直な人間性もあって、利用者 
や同僚からの人望が厚いです。今ではグループリーダーや 
コロナ禍での感染防止プロジェクト委員会の委員長に任命 
され、日々尽力しています。 

 今後、認知症ケアの専門研修や介護支援専門員の資格を取りたいと思っています。介護の 
知識をより高め、利用者が最期まで自分らしく生きるためのお手伝いをしていきたいです。 
介護は大変な仕事というイメージもありますが、利用者やその家族の人生の一部に関わり、 
笑顔やありがとうの温かい言葉に毎日癒され、大変やりがいのある専門職です。 

Q上司（菊地さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 祖母が介護を必要とする状況でした。介護の知識を 
身につけて、祖母や母のため「人手不足」と言われている 
福祉業界で困っている人の役に立ちたいという思いで 
介護の道に進みました。 

 渡部さんは、他業種から転職し、介護の道に進みました。当初はこれまでと違う仕
事内容に戸惑いも感じていましたが、何事にも向上心を持って取り組む姿勢と持ち
前の芯の強さで、介護の仕事にやりがいを感じる日々を過ごしています。資格取得
にも意欲的に取り組み、通信制の実務者研修を受講するなどし、見事介護福祉士
国家試験に合格しました。忙しい中でも、同僚や後輩からの相談に親身に応じ、面
倒見もよく、リーダーシップを発揮しており、プリセプターとしても活躍しています。 

渡部
わたなべ

 奈緒子
な お こ

 

渡部さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

               養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム（郡山市） 

 
 
 勤続年数：８年 1   
 
 趣味：絵を描くこと 1 
 
 特技：どこでも寝れる 1 

 

 物静かな方で真面目で芯の強さを持ち、利用者に対して 
とても優しく接しており、皆から信頼を得ています。 
さらに積極的にリーダーシップを発揮し、後輩育成に努力 
しており、施設になくてはならない職員です。 

 利用者から「よかった」「楽しかった」と思ってもらえるような職員になりたいと思って 
いますが、まだまだ不十分なので日々精進していきたいです。また、介護の仕事は大変だと 
思うこともありますが、その方がその方らしく生きていくための支援ができる素敵な仕事だと
思っています。是非、福祉という仕事を通じて大きく成長出来るよう一緒に頑張りましょう！ 

Q上司（佐藤さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 中学生の頃、祖父が介護施設にお世話になり、その時の 

職員の方がとても優しく笑顔で接していたことが心に残り、 

素敵な仕事だなあと感じたことがきっかけです。 

 箭内さんは、日頃から利用者に対し、受容と傾聴の姿勢で接しており、利用者から
信頼される存在です。入職当時は物静かな性格でしたが、経験を重ねるうちに、新
人職員や後輩職員に対しリーダーシップを発揮し、人材育成にも力を注いでいます。
また、直接介護だけでなく絵やパソコン操作も得意で、福祉ＱＣの全国発表大会で
は、パワーポイントのプレゼンテーション資料を作成し、最優秀賞受賞に大きく貢献
しました。 

箭内
や な い

 喜恵
よ し え

 

箭内さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

               特別養護老人ホーム星風苑（伊達市） 

 
 
 勤続年数 ７年 1   
 
 趣味：音楽鑑賞  1 
 

 特技： 歌   1 
 

 菅野さんは、家族思いで明るく笑顔が素敵な女性です。 
常に相手の立場になり「目配り」「気配り」「心配り」が 
出来ています。リーダーとして最後まで責任を持ち業務を 
やり遂げ、誰からも厚く信頼を受けている職員です。 

 介護の仕事に就いてから様々な方々とふれあい、経験を積ませてもらいました。 
これからも人のためになる仕事や一人ひとりに寄り添った行動を心掛けていきたいです。 
「介護」は人のためにしたことが自分へ返ってくると実感できる仕事です。 
心の穏やかさを持って取り組んでみて欲しいです。 

Q上司（菊地さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 学生の頃に人と関わる事から離れていた時期がありました。 
その期間があったことで、周りの人達のありがたみを感じる 
ことができ、この経験を役立てることができないかと思い、 
介護の道に進みました。 

 菅野さんは、常に明るく笑顔を絶やさず勤務しており、いつも利用者の細かいとこ
ろまで気配り、目配り、心配りを行っています。働きながら介護福祉士国家試験に合
格し、普段の勤務態度なども評価され、ユニットリーダーに任命されました。日頃か
ら職員間での情報共有を大切にし、最後まで仕事をやり遂げる姿を見せる菅野さん
は、職員からの信頼も厚く、また、プリセプターとして関わる新人教育の中では、これ
まで培ってきたノウハウをしっかりと後輩に受け継いでいます。 

菅野
か ん の

  愛
あい

 

菅野さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

               特別養護老人ホーム梅の香（南相馬市） 

 
 
 勤続年数：８年 1   
 
 趣味：ライブに行く 1 
 

 好きな芸能人：杉浦太陽 1 
 

 入職時から“地元で働きたい”という想いが強く、 
向上心もあります。また、子育てをしながら大変な中、 
仕事に対しても自分自身に対しても、もっと良くして 
いきたい！と思う頑張り屋さんです。 

 人前で話すことが少し苦手ですが、これからは苦手意識を克服し、勉強会や講習会の際に 
率先して進行役を務め、若手を育成・指導できるような人になりたいです。介護の仕事は 
大変な部分もありますが、少しでも誰かの役に立ちたいという気持ちと興味がある人は、 
一度施設に足を運んでみてください。是非一緒に働きましょう！ 

Q上司（鹿山さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 困っている方のお手伝いをしたいとずっと思っており、 

高校の時に福祉系の学校のオープンキャンパスに行き、 

「介護」の道に進もうと決めました。 

 桃井さんは、利用者に楽しいと言ってもらえる施設を目指したいと、持ち前の優し
さと熱心さで介護にあたっています。東日本大震災により、一時休止していた当事
業所を再開する際には、立ち上げの中心メンバーとして、再開の準備や新人職員の
指導などに貢献しました。その後、出産・育休を経て、時短勤務などを行いながら、
育児と仕事を両立しており、「これから結婚・出産を考えている職員のよき見本とな
れたら」との思いを抱きながら、仕事を頑張っています。 

桃井
も も い

 利香
り か

 

桃井さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

               丸光ケアサービス富田支店＜訪問入浴＞（郡山市） 

 
 
 勤続年数：７年 1   
 
 趣味：カメラ  1 
 

 好きな食べ物：ハンバーグ1 
 

 入社してからどんなことにも嫌な顔をせず、何でも業務 

にあたってくれます。また、どのスタッフ、利用者にも 

自然体で関わり、どこでも対応できるスペシャリストです。 

 コロナ禍で不安な世の中ですが、入浴中だけでも心穏やかに安心できる時間を提供できる 
よう心掛けています。仕事をする中で悩み、辛い時もたくさんありますが、利用者やその家 
族と関わる事で自分自身の視野が広がり成長できる仕事だと思っています。また、何事にも 
代え難い達成感、充実感が味わえます。是非介護の仕事を目指す方も味わってみてください！ 

Q同僚（橋本さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 祖母を介護していたことがあり、在宅介護は身近な存在 
でした。その中でも、ニコニコしながらデイサービスから 
帰ってくる祖母の姿が印象的で、私もそんな風に人を笑顔 
に出来る仕事がしたいと思ったからです。 

 坂本さんは、入職前まで介護や福祉の経験がなく、始めは利用者やその家族等と
の接し方に戸惑いを見せていましたが、自ら積極的に話しかけることで徐々に関係
性を築くことができました。また、介護福祉士国家試験に合格するなど自身のスキ
ルアップにも積極的に取り組み、現在は、これまでの経験を活かし、プリセプターとし
て新人育成に携わっています。職員と厚い信頼関係を築き上げており、今後リー
ダーを担う人材として期待されています。 

坂本
さかもと

 春
はる

加
か

 

坂本さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

           小規模多機能型居宅介護事業所アルコート並木（郡山市） 

 
 
 勤続年数 ９年 1   
 
 趣味：車・バイク 1 
 
 休日の過ごし方： 

   息子と動画鑑賞 1 
 

 介護が初めての状態で入職しましたが、持ち前の明るさ 
で、わからない事は利用者や職員誰にでも聞く、そんな姿 
が印象的でした。それは今も変わらず、前向きに、そして 
真剣に頑張る姿が輝いている職員です。 

 まだまだわからない事が多く、日々学びの連続です。これからも知識を深め、 

介護を必要とするすべての方、そして私と関わっているすべての方に貢献できるよう 

精進していきます。 

Q上司（草野さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 学生時代から介護に興味がありましたが、就職活動時、 
自分に務まるか不安で一歩踏み出すことができませんでした。
一度サービス業へ就職しましたが、改めて介護への想いを 
抱き、転職しました。 

 古川さんは、持ち前の明るさと丁寧さで、利用者から声をかけられる存在で、利用
者との間にはいつも笑顔が絶えません。また、自らのスキルアップにも積極的に取
り組み、介護福祉士国家試験に合格。さらに介護支援専門員の資格も取得しました。
介護職の社会的ニーズを感じ「介護福祉士基本研修講師養成研修」を受講後、講
師として法人内の勉強会や研修で指導するなど、新たな介護福祉士養成に積極的
に取り組んでいます。 

古川
ふるかわ

 拓也
た く や

 

古川さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

               介護老人保健施設光の森（郡山市） 

 
 
 勤続年数：９年 1   
 
 出身地：郡山市 1 
 

 休日の過ごし方：音楽鑑賞1 
 

 持ち前の明るい笑顔で利用者に接し好感をもたれています。 
仕事と勉強を両立し介護福祉士国家試験に合格した努力家 
です。介護職員だけでなく他職種からの信頼も厚く、 
今後は介護職員のリーダーとして活躍が期待できる人材です。 

 利用者に寄り添い安心した生活が送れるよう今後も支援していきたいです。介護を始めて 
もうすぐ10年目になりますが初心を忘れず、これからも頑張りたいです。介護は大変な 
イメージがありますが、日々利用者の皆さんと関わる中で楽しいこともあり、やりがいを 
感じることができると思いますので、是非介護の道へ進み、頑張ってほしいです！ 

Q上司（中山さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 高校で社会福祉について学んだ際に介護に興味を持ち、 

介護の道に進みました。 

 佐藤さんは、持ち前の明るい笑顔で利用者と接し、利用者から大変好かれている
存在です。また、素直な性格で、上司や先輩からの指示に耳を傾け、最後まであき
らめずに仕事をやり遂げます。また、法人内外の研修にも積極的に参加するほか、
普段から自己研鑽に努め介護福祉士国家試験にも見事合格しました。介護職員だ
けでなく、他職種の職員からの信頼も厚く、今後リーダーとして期待される職員です。 

佐藤
さ と う

 綾
あや

美
み

 

佐藤さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

              福島県やまぶき荘＜特別養護老人ホーム＞（西郷村） 

 
 
 勤続年数：８年 1   
 
 趣味：動画・映画鑑賞1 
 
 好きな食べ物：お肉  1 

 

 柳沼さんは中堅職員としていなくてはならない存在です。 
多くの利用者に信頼され、日々の業務に真摯に取り組んで 
います。これからも初心を忘れず、ますますのスキルアップ 
と職業人としての成長を期待しています。 

 資格なども取得しながら介護のスペシャリストとして、みんなから頼られるような職員を 

目指していきたいです。仕事として大変な面もありますが、その分やりがいのある仕事で、 

私自身、日々利用者の笑顔や感謝の声に元気をもらっています。一緒に頑張りましょう！ 

Q上司（菅澤さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 高齢者と関わることが好きで何か人の手助けができる 

仕事をしたいと思っていたときに、知人から紹介され介護 

の道に進みました。 

 柳沼さんは、いつも優しい口調で話しかけており、なかなか心を開いてくれない利
用者に対しても根気強く接することで、利用者との信頼関係を築いています。また、
働きながら介護福祉士国家試験に合格し、認定特定行為業務従事者として喀痰吸
引や経管栄養も任されています。今年度は施設サービス評価委員会のリーダーとし
て、施設の評価を行い、サービス改善に取り組んでいます。 

柳沼
やぎぬま

 直樹
な お き

 

柳沼さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             浅川町デイサービスセンターさぎそう（浅川町） 

 
 
 勤続年数：８年 1   
 
 趣味：うさぎの世話 1 
 
 特技：鉄棒   1 

 

 温かい言葉かけとケアを行う鈴木さんは利用者の人気者 
です。落ち着いた仕事ぶりで利用者はもとより職員からの 
信頼も厚く頼りにされています。一児の母としても頑張り 
屋ママです。 

 介護の仕事は、体力も知識も必要なので大変なこともありますが、人生の大先輩でもある 
利用者の皆さんと関わる時間はとても楽しく、いろいろ学ぶことも多く、とてもやりがいの 
ある仕事です。利用者の皆さんが快適に過ごせるよう「どんなときも笑顔で！」を目標に、 
今後も初心を忘れず努めていきたいです。 

Q上司（我妻さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 幼少の頃からおばあちゃん子で、お世話になった大好きな 

祖母に恩返しの意味も込めて、介護の道に進みました。 

 鈴木さんは、常にやわらかい表情と温かみのある言葉で接しており、利用者から
大変慕われています。また、自己研鑽にも一生懸命に取り組み、働きながら介護福
祉士国家試験に合格した後も、認知症介護実践研修を受けるなど、さらなるスキル
アップを図っています。介護の仕事も日々しっかりと行う一方、子育てをしながら、き
ちんと仕事と育児を両立させており、そのような姿から他の職員からの信頼も厚く、
今後が期待される職員です。 

鈴木
す ず き

  綾
あや

 

鈴木さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

            特別養護老人ホームスプリングガーデンあさか（郡山市） 

 
 
 勤続年数：８年  1   
 
 趣味：雑貨を見ること 1 
 

 好きなもの：お花 1 
 

 他業種からの転職でしたが、ユニットリーダーを任され、 
利用者の暮らしを第一に考え、後輩職員への指導も精力的 
に頑張っています。利用者にも職員にも信頼され、頼もし 
い存在です。 

 介護は人と接する仕事なので相手の気持ちを考えて利用者の皆さんが安心して、その人 
らしい生活を送れるよう、他スタッフと一緒に考えながら、より良いケアができるよう 
努めていきたいです。福祉業界は、高齢化社会が進み様々な施設が運営され、働き方も 
いろいろと選ぶことができます。是非挑戦してみてください。 

Q上司（橋本さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 人と接することが好きで以前はサービス業に就いていまし 
たが、身近な存在に介護を受ける人がいたことと東日本大震 
災がきっかけで介護の道へ進みました。今後、必要とされる 
職業でスキルアップして働けることも魅力に感じました。 

 鴫野さんは、もともとは別の業界で勤務していましたが、東日本大震災を機に当法
人に入職しました。初めて介護に携わりましたが、これまでの経験を活かし利用者
に対する丁寧な対応と周囲への心配りが大変評価され、法人内で表彰を受けまし
た。また、働きながら介護の勉強を行い、見事介護福祉士国家試験に合格しました。
その後ユニットリーダーに任命され、ユニットの運営や職員への助言・育成に携わる
ほか、学習療法など新しい試みにも取り組んでいます。 

鴫
しぎ

野
の

 弥生
や よ い

 

鴫野さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

                ｃｏｍくらぶ＜訪問介護＞（会津若松市） 

 
 
 勤続年数：７年 1   
 
 趣味：食べ歩き  1 
 

 好きな食べ物：チョコ 1 
 

 とても頼りになる存在で、利用者への対応も丁寧に行い、 
自分自身とても勉強になります。身体介助の支援が続き 
体の疲れがあっても、いつも笑顔で接し気軽に相談に応じ 
てくれるので、尊敬しています。 

 介護は時間に追われながらの大変な仕事ですが、利用者の笑顔や言葉はそんな大変な事 
を忘れさせてくれます。私たちの当たり前の日常生活が、利用者にとっては困難な事もあり、 
一緒に行うことで「出来た」と共に喜び、嬉しさが込み上げます。やりがいと誇りを持って 
利用者に寄り添い、共に笑って過ごせることを日々の仕事として一緒に働いてみませんか。 

Q同僚（目黒さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 学校の実習で、ヘルパーの方が利用者に寄り添いながら、 
利用者やその家族を支える姿を見て縁の下の力持ちという 
印象を受けました。この素晴らしい仕事に就き、自分自身 
の成長につなげていきたいと思いました。 

 田部さんは、研修時から真面目で何事にも積極的に取り組む職員です。また、勤
務後に、仕事で取ったメモを見返すなど、日々の反省や翌日の仕事の確認などを行
いながら業務にあたっています。そのような姿勢が評価され、サービス提供責任者
となってからも他の職員への介護技術の指導を行うほか、担当者会議を開催し課題
を共有しながら解決策を見出すなど、自分の役割を十分に理解し、チームケアがう
まく機能するよう取り組んでいます。 

田部
た べ

 直子
な お こ

 

田部さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

               介護老人保健施設オリオン（郡山市） 

 
 
 勤続年数：６年 1   
 
 趣味：映画鑑賞  1 
 

 好きな食べ物：うなぎ 1 
 

 常に利用者の言葉に耳を傾け、やさしく丁寧に的確に 
対応する職員です。向上心もあり努力を惜しまず、介護 
への情熱に満ち溢れる姿は私達の良い刺激となっています。 
利用者はもちろん職員皆、頼りにし大好きな職員です。 

 これまでの経験を通して、新人の頃より視野も広がり技術面も向上したと思いますが、 
日々の業務の中で反省する日もあります。いつも職場の仲間や利用者の皆さんからたくさん 
の刺激を受け、楽しく業務をしています。これからも自己研鑽し、初心を忘れず、笑顔を忘 
れず、利用者の皆さんの力となれるよう、より頑張りたいと思います。 

Q上司（施設長）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 祖母が脳出血で倒れ、幼いながらも祖母の為に何か力に 

なりたいと日々奮闘していました。その頃から介護を身近 

に感じ、興味を持ち、介護の道へ進むことを選びました。 

 吉田さんは、学生時代に当施設で介護実習を行ったことがきっかけで当法人に入
職しました。当時から利用者に寄り添いながら丁寧に対応しており、入職後も自ら研
修会に参加し、介護の知識と技術を深めていきました。現在は、チームリーダーに任命
され、自身の役割を理解し、周りからの期待に応えようと日々奮闘しており、その姿は、
他の職員や実習生などの良い刺激になっています。また、令和２年度からは介護職員
初任者研修の講師としても活躍しています。 

吉田
よ し だ

 亜純
あ ず み

 

吉田さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

              特別養護老人ホームあつかし荘（桑折町） 

 
 
 勤続年数：７年  1   
 
 趣味：ライブ・ドライブ 1 
 
 好きな食べ物：スイーツ 

 

 菅野さんの笑顔が、利用者との間に信頼関係を生むきっ 
かけとなり、生活に安心感を与えていると感じています。 
これからも利用者本位の介護を大切にしていくことで更な 
る成長を期待しています。 

 これからも利用者の笑顔を引き出し、利用者や職員の笑いが絶えない楽しく明るい職場を 
目指していきたいと思います。介護はよく大変な仕事だと言われますが、それ以上に楽しく、 
とてもやりがいのある仕事です。利用者の皆さんから学ぶこともたくさんあるので、ぜひ 
この業界で共に頑張っていきましょう。 

Q上司（幕田さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 小さい頃、曾祖母の介護を行っている祖母と母を見て、 
自分も何か役に立ちたいと思ったのがきっかけです。それ 
から学生になり、ボランティアや実習を行う中で利用者の 
笑顔を見て、より一層介護に対しての思いが強くなりました。 

 菅野さんは、明るい性格で仕事にも最後まで誠実に取り組んでおり、利用者だけ
でなく、職員からも慕われる存在です。現在はプリセプターとして、新人職員の良き
指導者、相談相手となっており、これらの功績が評価され、副主任に任命されました。
また、法人内の行事を企画する委員会では委員長を務めており、コロナ禍でなかな
かイベント等を開催するのが困難な中、メンバーの先頭に立って取り組む姿を見せ
るなど、今後指導的職員としてさらなる活躍が期待されます。 

菅野
か ん の

 美音
み お

 

菅野さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

              特別養護老人ホーム「たまかわ荘」（玉川村） 

 
 
 勤続年数：９年 1   
 
 趣味：ショッピング 1 
 

 好きな食べ物：オムライス1 
 

 初めは何もできず不安そうな表情を浮かべていた高原さんが、 
今では頼もしく誰からも信頼されるようになりました。何度も 
挫けそうになったときに支えてくれたのは仲間でした。そして 
利用者の笑顔に何度も助けられ、今の高原さんがいます。 
これからの更なる成長を期待します！ 

 介護の仕事には辛い事や悲しい事がありますが、その分利用者からの「ありがとう」の 
言葉や笑顔を見る事でやりがいを感じます。また、介護の仕事を通じて利用者の皆さんから 
学ぶことも多く、１人の人間として成長することが出来ると思います。 
ぜひ介護の道に進み、一緒にやりがいを感じてみませんか？ 

Q上司（遠藤さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 小学生の頃、母の勤務する老人ホームへ何度かボランティ 

アに行ったときに笑顔で働いている母の姿が格好良く見え、 

自分も母の様になりたいと思ったのがきっかけです。 

 高原さんは、明るく元気で気が利く性格であり、いつも利用者の目線に立って接し
ており、利用者から大変親しまれています。また、同僚や後輩からの信頼も厚く、相
談されることも多いため、良きアドバイザーとしても活躍しています。令和２年度から
は施設の事故防止対策委員会の委員長として、リスクマネジメントに取り組むほか、
法人が行うリーダー養成研修の参加メンバーに選出され、リーダーとしての資質を
身につけるべく勉強中です。 

高原
たかはら

 忠
ただ

浩
ひろ

 

高原さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

              グループホームリブレ松川（福島市） 

 
 
 勤続年数：７年 1   
 
 特技：バトミントン 1 
 

 好きな食べ物：甘い物 1 
 

 利用者から呼ばれると笑顔で優しく対応してくれる孫の 
ような存在で、利用者の皆さんから可愛がられています。 
彼女の声掛けは不思議とどの利用者の方にもすっと通じる 
心地良さがあります。誰にも真似できない癒しです。 

 今まで以上に勉強して、より一層介護技術を身に付けたいと思います。介護は大変な仕事 
と思われる事が多いですが、利用者との会話の中で様々な事を学んだり、一緒にレクリエー 
ションなどを行う事がとても楽しいです。何より利用者の皆さんの笑顔が素敵でありがとう 
の一言が私の励みにもなります。これからも笑顔が引き出せる介護を目標に頑張ります。 

Q上司（齋藤さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 私は、子供の頃から高齢者の方が大好きでお話をしたり、 
お手伝いをしたりと将来は高齢者に寄り添えればと思ってい 
ました。就職時に高齢者の方と交流が出来るこの仕事がした 
いと思い、介護の道へ進みました。 

 渡邉さんは、いつも穏やかで笑顔を絶やさず、利用者と同じ目線に合わせて話を
するので、利用者に安心感を与え、いつも笑顔にさせてくれる存在です。先輩などの
話にしっかり耳を傾け、真摯に仕事に取り組むことで大きく成長しました。現在は、プ
リセプターに抜擢され、個々の職員の特徴を理解し、チーム全体が連携していける
ように一人ひとりに寄り添った指導を行っているほか、自身のさらなる自己研鑽に取
り組んでいます。 

渡邉
わたなべ

 はるか 

渡邉さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

              特別養護老人ホームけいわ苑（喜多方市） 

 
 
 勤続年数：５年 1   
 
 休日の過ごし方： 
    子どもと遊ぶ 1 
 

 好きな食べ物：ラーメン 1 
 

 介護未経験で入職し、確実な足取りで施設の中軸となる 
べく日々奮闘しています。穏やかな性格が人の気持ちを 
和ませ、笑顔を引き出します。そばにいるだけで「ほっこ 
り」とした気持ちになれるイクメン介護職員です。 

 私はケアマネジャーの資格取得を目標にしており、最初のステップとしてユニットリーダー 
を目指しています。入職当時は何もわからない状態でしたが、先輩方の指導のおかげもあり、 
今では介護福祉士の資格を取得することが出来ました。介護の仕事は大変な場面も多々あり 
ますが、日々利用者の皆さんからの感謝の言葉が何ものにも代え難いやりがいです。 

Q上司（星さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 以前から介護職に興味がありましたが、大変な仕事だと 
思っていました。他の職業も経験しましたが、こんなにも 
ありがとうと感謝され、誰かの役に立てる仕事は他にない 
と思い、この職を選びました。 

 庄司さんは、別の業種から転職し、介護の道に進みました。無資格、未経験から
のスタートでしたが、先を見越した対応力や仕事の段取りの良さから、すぐに介護の
世界に順応していきました。また、働きながら介護福祉士国家試験に合格するなど
勉強熱心な性格も持ち合わせています。後輩の指導にあたっては、自身の経験か
ら介護未経験者のレベルに合わせた分かりやすい指示の出し方、指導ができてお
り、新人職員からも親しまれています。 

庄司
し ょ う じ

  光
ひかる

 

庄司さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             特別養護老人ホームハッピー愛ランドほばら（伊達市） 

 
 
 勤続年数：８年 1   
 
 休日の過ごし方： 
     愛犬と遊ぶ 1 
 

 好きな食べ物：納豆  1 
 

 西村さんはいつも笑顔でみんなに挨拶をしてくれ、周り 
にはいつも笑顔が絶えません。若い頃からリーダーを任さ 
れ大変な思いもたくさんしてきましたが、今では立派な頼 
りになるリーダーになりました。 

 これまで仕事で身に付けた技術や経験を自分の後輩たちに伝えられるよう指導力を高めて 
いきたいです。日々ハードな業務でつらい時もあるけど、人との関わりの中でやりがいや楽し 
さや喜びを感じられる仕事だと思います。また、人生の大先輩から学ぶ事もたくさんあります。 
介護を目指す皆さんもこの仕事だからこそ味わえるやりがいを感じてもらえると嬉しいです。 

Q上司（髙橋さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 中学生の頃、祖父に介護が必要になったことがきっかけ 
です。家に来てくれていたヘルパーさんの姿を見て、介護 
の仕事に関心を持つようになり、人の役に立つ仕事がした 
いと思いました。 

 西村さんは、常に利用者のことを第一に考え、利用者本人が充実した生活が送れ
るよう心がけながらサービス提供にあたっています。新施設のオープンに伴い、若く
してユニットリーダーに任命され、経験が少ない中でも、積極的に他の職員とコミュ
ニケーションを図り、チーム作りに貢献しています。また、法人内の研究発表会では、
ユニットケアの取り組みを発表し、見事最優秀賞を取りました。後輩からの信頼も厚
く、今後のさらなる活躍が期待されます。 

西村
にしむら

  優
ゆう

 

西村さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

              グループホームあじさい（湯川村） 

 
 
 勤続年数：６年 1   
 
 趣味： 水泳   1 
 
 好きな食べ物：トマト 1 

 

 何事にも真面目に取り組み、優しい性格であることから 
利用者の皆さんからの人気者です。また、向上心があり、 
幅広く資格の取得にも取り組んでいます。施設のこれから 
を担う人材であり、期待しています。 

 現在、社会福祉主事や介護支援専門員、認定介護福祉士の学習に取り組んでいます。知識や 
技術の習得はもちろんですが、今後は学んだことを利用者のために活かせる支援をしていきた 
いです。現在は新型コロナウイルス感染拡大の為、外出することもままならない状況ですが、 
利用者の皆さんと笑って過ごせる楽しい日々を一緒に作っていきたいです。 

Q上司（遠藤さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 この仕事に就くまで介護はしたことがなく、資格もあり 
ませんでした。介護の仕方や認知症について知って誰かの 
役に立てればと考えていた時に、この仕事の話をもらった 
のがきっかけでした。 

 渡部さんは、別の業種から転職して介護職に就きました。介護に関して無資格・未
経験でしたが、前職の経験を活かし、持ち前の物腰のやわらかさから、利用者やそ
の家族からも慕われています。勉強熱心な側面も持ち、実務者研修を経て、見事介
護福祉士国家試験に合格しました。また、チームワークを大切にし、人を引っ張る力
のある渡部さんを慕う職員も多く、当法人のキャリアパスのモデルケースにもなって
います。 

渡部
わたなべ

 俊介
しゅんすけ

 

渡部さんのプロフィール 



Q介護職を目指すきっかけは？ 

             特別養護老人ホーム会津敬愛苑（会津若松市） 

 
 
 勤続年数：８年 1   
 
 趣味：動画鑑賞 1 
 

 好きな食べ物：白米 1 
 

 優しいまなざしで利用者一人ひとりに対しての声掛けや 
相手に寄り添うケアをしており、利用者からの信頼が厚い 
です。中堅職員としての自覚と責任をもって、今後も頑張 
ってくれることを期待しています。 

 まだまだ介護の知識や技術が足りないので勉強し、介護職員としてお手本となれるよう 

頑張りたいです。介護の仕事は、高齢者の尊厳を守ること、自分がされたらどんな思いを 

するかなどを考えながらしていくことで自然と良いケアに繋がるので頑張りましょう！ 

Q上司（根本さん）からのメッセージ 

Qこれからの想い、介護を目指す人へのメッセージ 

 高校生の時に祖母が入居する老人ホームへ面会に行き、 
祖母の介助を手伝った際に「ありがとう」の言葉がとても 
嬉しく、自分も高齢者や要介護者の介護の勉強をし携わり 
たいと感じたことがきっかけです。 

 鈴木さんは、普段から利用者一人ひとりに丁寧に声掛けし、思いやりをもって接す
ることを心掛けています。また、介護の知識やこれまでの経験を活かし、法人内の
委員会で委員長を務めるなど積極的に仕事に取り組んでいます。資格の取得にも
意欲的で、喀痰吸引基本研修の受講や介護支援専門員の資格取得に向け、日々
勉強に励んでいます。今後、ユニットリーダーとして期待される職員です。 

鈴木
す ず き

  哲
てつ

 

鈴木さんのプロフィール 

※令和元年以前に 
 撮影された写真です。 
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