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外国人向け社内報
KAIKOUKAI from Japan to the world

KAIKOUKAI
Philosophy

1. We aim for comprehensive medical care.

2. We aim to provide medical care that is truly
in the best interests of the patient.

3. We aim to run an operation that provides
an optimal working environment for medical
practitioners.
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★Staff introduction
今回紹介する職員の方々

ﾅﾝﾀﾞﾙ ﾘﾝ
Nandar Lwin
GHじょうさい
Group Home Josai
ミャンマー
Myanmar

ｸﾞｴﾝ ﾃｨ ﾄｩ ﾆ
Nguyen Thi Thu Nhi
老健かいこう
Elderly Health Care Facility Kaikou
ベトナム
Vietnam

ﾊﾟﾗｶﾞｽ ﾛｲ ｶﾈﾄﾞ
Paragas Lhoi Canedo
リハビリテーション
Kaikoukai Rehabilitation Hospital
フィリピン
Philippines

ﾛｯｼｬ ｺﾎｴﾙｼｨﾌｧ
Rossya Khoerusyifa
有料のぞみ
Private Nursing Home with 
Care Nozomi
インドネシア
Indonesia

ﾊｽﾘｱﾆ
Hasriani
海外人材開発部
Corporate Head office
インドネシア
Indonesia
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GHじょうさい ・・・在宅医療事業部 認知症高齢者グループホームじょうさい
老健かいこう ・・・在宅医療事業部 老人保健施設かいこう
リハビリテーション ・・・病院医療事業部 偕行会リハビリテーション病院
有料のぞみ ・・・在宅医療事業部 介護付有料老人ホームのぞみ
海外人材開発部 ・・・法人本部 海外人材開発部
豊島中央病院 ・・・関東事業部 豊島中央病院
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ナンダル リン

お金を貯めて両親に
恩返しをしたい

ありがとうメッセージ

私はミャンマーのヤンゴン出身です。

ヤンゴンの観光スポットにシュエダゴン・パゴ

ダがあります。私はシュエダゴン・パゴダの夜

の景色が好きです。疲れている時に行くと、と

ても静かで幸せな気持ちにしてくれます。

日本に来る前は日本人は厳しいと聞いていまし

た。実際に日本に来て、思っていた以上に仕事

には厳しいと感じました。

でもそれ以上の優しさも感じました。先輩たちは仕事だけではなく、

生活面でもいろいろと助けて下さったのでとても助かりました。

また、日本は家の近くにコンビニとスーパーがあるので便利だなぁ

と思っています。日本のお菓子は全部美味しいしパンもすごく美味

しいし、いいなと思っています。

しかし大変だと感じたのは、病気になった時に近くに家族や親族がいない事です。

休日は洗濯と掃除、ミャンマー料理を作ったりしています。日本ではまだ旅行に行けて

いませんが、名古屋駅や栄へ行って友達と買い物をしたりして楽しんでいます。

今の目標は貯金をして両親に恩返しをしたいと思っています。

＜家族へ＞

このように日本に来て働けるよういろいろな場面でサポートしてくれた両親、お姉さん、お兄さん誠

にありがとうございます。日本語を勉強していた時も全力で応援をくれて、とても感謝しています。

みんな大好きです。

＜職場の先輩方へ＞

偕行会グループの皆様、いつもお世話になっております。

日本に来るのも、仕事をするのも初めてで生活面でも介護技術の面でも分からない事がたくさんあり

ましたが、皆様が教えてくださった事に本当に心から感謝しております。今、私は日本語の勉強中で

す。これからもいろいろな事を教えて頂ければ本当に嬉しいです。私も頑張りますのでこれからもよ

ろしくお願いいたします。

呼び名：ナンさん
出身国：ミャンマー
趣 味：歌を聴く事

ドラマ、旅行
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ထငထ်ာားတာထကက်ိို လိုပ်ငနာ်းခွငမ် ာ စညာ်းကမ်ားတငာ်းကကပ်ကကတာကိို လကတ်တွွေ့ခံစာားသရိ ိခ ဲ့ရပါတယ။်ဒါတပမယဲ့လ်ညာ်း 

အ ဲ့ဒါတတထွကပိ်ိုတ ဲ့ သတ ာတကာငာ်းကကငန်ာမှုတတကွိိုလညာ်း ခံစာားခ ဲ့ရပါတယ။် စီနယီာ တတကွလညာ်း 

လိုပ်ငနာ်းခွငမ် ာသာမက  တနထိိုငစ်ာားတသာကမ်ှု ဝမ ာပါ အမ ိ ားမ ိ ားအကအူညတီပားခ ဲ့တ ဲ့အတကွ ်အရမ်ားကိို အကအူညရီခ ဲ့ပါတယ။်

အ ဲ့ဒအီပပင ်ဂ ပနန်ိိုငင်မံ ာဆိိုရင ်အမိ်နာားမ ာ ကနွဗ်ီနစီတိိုားန ဲ့ စူပါမာားကတတ်တရွ တိ ဲ့အတကွ ်အဆငတ်ပပ လိိုကတ်ာလိို ဲ့ 

ထငပ်မငမ်ိပါတယ။်ဂ ပနန်ိိုငင်ကံ မိုန ဲ့တ်တဟွာ အာားလံိုားအရသာရ ိပပီား တပါငမ်ိုန ဲ့တ်တာငမ် ပ  အရသာရ ိလိိုကတ်ာလိို ဲ့ 

ထငမိ်ပါတယ။်ဒါတပမယဲ့လ်ညာ်း ပငပ်နာ်းလိိုကတ်ာလိို ဲ့ ခစံာားမိတာကတတာဲ့ တနမတကာငာ်းတ ဲ့အခါမ ိ ားမ ာ အနာီးအနာားမ ာ မိသာားစိုန ဲ့ 

တဆမွ ိ ားတတ ွမရ ိတာပါပ ။ပိတရ်ကတ်တမွ ာတတာဲ့ အဝတတ်လ ာ်တာန ဲ့ သန ဲ့ရ် ငာ်းတရားလိုပ်တာတတရွယ၊် ပမနမ်ာဟငာ်းလ ာတတကွိို 

ခ ကပ်ပ တတ်ာရယ ်လိုပ်တလဲ့ရ ိပါတယ။် ဂ ပနန်ိိုငင်မံ ာ ခိုထ ိခရီားမသာွားနိိုငတ်သားတပမယဲ့် နဂိိုယာ တူာန ဲ့ ဆကအ ကိို သာွားပပီား 

သငူယခ် ငာ်းတတနွ ဲ့တတူ ူတစ ားဝယထ်ကွတ်ာတတလွိုပ်ရငာ်းန ဲ့ တပ ာ်ရွှငစွ်ာတနထိိုငလ် က ်ရ ိပါတယ။်လကရ် ိရညမ် နာ်းခ ကအ်တနန ဲ့ 

တငတွကကားစိုတဆာငာ်းပပီား မိ န စ်ပါားကိို တက ားဇူားဆပ်ခ ငလ်ိိုစိတရ် ိပါတယ။်

ကျွနမ်က ပမနမ်ာနိိုငင်၊ံ ရနက်ိုနပ်မိ ွေ့ ဇာတပိြစ်ပါတယ။်ရနက်ိုနပ်မိ ွေ့ ရ ဲ့ 

တက ာ်ကကာားတ ဲ့ခရီားသာွားတနရာတစခ်ိုအတနန ဲ့ တရွှတဂိံို ိုရာား ရ ိပါတယ။် 

ကျွနမ်က တရွှတဂိံို ိုရာားရ ဲ့ညရှုခငာ်းကိို အရမ်ားန စ်ပခ ိကပ်ါတယ။် 

ပငပ်နာ်းတ ဲ့အခါတတမွ ာသာွားရင ်အရမ်ားကိိုပငမိာ်းတအား တတိဆ်တိလ်နွာ်းလိို ဲ့ 

ပငမိ်ားခ မ်ားမှုကိို ခံစာားရပါတယ။် ဂ ပနန်ိိုငင်ကံိို မလာခငတ်ိုနာ်းက 

ဂ ပနလ်မူ ိ ားတတဟွာ အရမ်ားကိို စညာ်းကမ်ားတငာ်းကကပ်တယလ်ိို ဲ့ 

ကကာားြူားပါတယ။် တကယတ်မ်ား ဂ ပနက်ိိုလာပပီားတ ဲ့အခါ

နန္ဒာလငွ်

ငငငွ  ြေးစငု ာငြ်ေး၍ မိဘန္စှပ်ါးြေးံသို့ို  
င ျြေးဇ ြေးပပါန် ပ်ါချငပ်ါးတယ။်

တက ားဇူားတင ်တသာစာသာား

<မိို့ာြေးစုို့ို  >

အခိုလိိုမ ိ ား ဂ ပနမ် ာလာပပီား အလိုပ်လိုပ်လိို ဲ့ရတအာင ်တထာကပံ်ဲ့တပားတ ဲ့ မ ိန စပ်ါားန ဲ့ မမကကာီး၊ ကိိုကကာီးကိို တက ားဇူားတငခ် ငပ်ါတယ။် 

ဂ ပနစ်ာသငတ် ဲ့အခ ိနမ် ာလညာ်း လိိုတလတသားမရ ိ ထာားတပားလိို ဲ့ ခ စလ်ညာ်းခ စတ်ယ၊် တက ားဇူားလညာ်း အရမာ်းတငပ်ါတယလ်ိို ဲ့။

<လပ်ုါငန်ြေးခငွမှ် စနီီယာမျာြေးို့ို  >

ဂ ပနန်ိိုငင်ကံိို လာတရာကရ်တာတရာ၊ အလိုပ်လိုပ်ရတာတရာဟာ ပထမဆံိုား ပြစပ်ပီား တနထိိုငစ်ာားတသာက်မှု  ဝမ ာလညာ်း 

သနူာပပ စိုတစာငဲ့တ်ရ ာကတ်ရားနညာ်းပညာမ ာလညာ်းပ  မသနိာားမလညတ် ဲ့ကစိစတတကွ အမ ာားကကာီး ရ ိခ ဲ့တပမယဲ့ ်အာားလံိုားက 

တသတသခ ာခ ာသငက်ကာားပပသတပားခ ဲ့တာကိို စတိရ်ငာ်းန ဲ့ တကယဲ့က်ိို တက ားဇူားတငပ်ါတယ။် အခိုလကရ် ိမ ာတတာဲ့ ကျွနမ်တိို ဲ့ဟာ 

ဂ ပန ်ာသာစကာားကိို သငယ်တူလဲ့လာတနဆ  ပြစပ်ါတယ။် ခိုကတနစပပီားတတာဲ့လညာ်း အမ ိ ားမ ိ ားတသာကစိစတတကွိို သငက်ကာားတပားတစလိိုပါတယ။် 

ကျွနမ်တိို ဲ့လညာ်းပ  ကက ိားစာားမ ာပြစတ် ဲ့အတကွ ်ကညူတီပားကကပါဦားရ င။်

ငခေါ် ိိုု့ည အ်မည ်- နန်ြေးစသ
ငမွြေးဖွာြေးရာန္ိငုင်သ - ပမန်မာ
ဝးို့နာ -ို့ခီျငြ်ေးနာြေးငံာငပ်ခငြ်ေး
ဒရမ်မာရုပ်ါရှင ် ည ပ်ခငြ်ေး၊ 
ခရီြေးို့ာွြေးပခငြ်ေး
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日本に来る前、日本には自動販売機がたくさんあると

聞きました。そして本当にどこに行っても自動販売機

があり、すぐドリンクを購入することが出来ます。そ

して意外なのはカードを使ってドリンクを買う事が出

来るという事です。他にも、日本では1人1人の家の前

に名前だけが書いてあり、住所がないことを不思議に

思います。それでも配達する人達は住所を知って配達

することが出来ます。とても驚きました。

グエン ティ トゥ ニ

言葉が聞き取れず、困る事も
ありますが、積極的にコミュニ
ケーションをとっています。

ありがとうメッセージ

日本に来て一番大変なのはコミュニケーションです。初めて日本人に会い、話をすると、早口の人もい

るし、聞いたことがない言葉もあるし聞き取れなかったこともあり、とても困りました。だからこそ、

休みの日は日本語を勉強したり、買い物に行ったりしています。時々友達とも会って、名古屋市の有名

な場所を訪れます。着物や浴衣を着てみたり、桜やもみじのある景色を歩きながら、動画や写真を撮り

たいです。それ以外にも、ベトナムにはテトという旧正月があり、その日、親戚は故郷へ帰り、バイン

チュン、バインテトと言う伝統的な料理を作ったり、家を掃除して飾り付けたりします。お寺に行って

初詣をしたり、お年玉を渡す文化もあり、日本のお正月と似ています。

ベトナムとは違うところ、似ているところがたくさんある日本の文化をもっと知りたいです。

バインチュン

＜両親へ＞
こんにちは。私を出産して何年にもわたって一生懸命働いて育ててくれて、ありがとうございます。
私の家庭は裕福ではありませんが、私が友達に負けないように両親が頑張ってくれました。そして、いつ
も応援してくれました。仕事と勉強のために、日本へ行くことを賛成してくれ、本当に感謝します。長い
期間、遠いところまで行かさせてくれることが両親にとっては簡単なことではないと思います。健康に気
をつけてね。私が戻って、親孝行することを待っててください。
＜弟へ＞
あなたのような弟がいて、本当に良かったです。
若いですが私より成長しています。
勉強を頑張って、将来、成功したら両親と姉の私の生活をよろしくお願いしますね。

呼び名：ニーちゃん
出身国：ベトナム
趣 味：旅行
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Trước khi đến Nhật, tôi nghe nói ở Nhật có rất nhiều máy 

bán hàng tự động.Và thực sự là đi đến đâu cũng có máy 

bán hàng tự động nên bạn có thể mua đồ uống bất cứ lúc 

nào. Điều ngạc nhiên là bạn có thể dùng thẻ để mua đồ 

uống. Ngoài ra, ở Nhật, điều kỳ lạ là trước cửa nhà mỗi 

người đều chỉ viết họ tên, không có địa chỉ. Ngay cả như 

vậy mà người giao hàng vẫn có thể biết được địa chỉ và 

giao hàng. Tôi vô cùng ngạc nhiên về điều này.Khi đến 

Nhật tôi thấy giao tiếp là việc khó khăn nhất. Lần đầu 

tiên gặp người Nhật, tôi thấy rất khó khăn vì khi nói

Nguyễn Thị Thu Nhi

Tôi không hiểu ngôn ngữ nên 
gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi 
đang tích cực giao tiếp.

chuyện có những người nói rất nhanh, có những từ tôi chưa từng nghe bao giờ, và cũng có từ tôi không nghe 

rõ.Chính vì vậy, tôi học tiếng Nhật, đi mua đồ vào ngày nghỉ. Đôi khi tôi gặp gỡ bạn bè, đi thăm những địa điểm 

nổi tiếng ở thành phố Nagoya.Tôi muốn chụp ảnh và quay phim khi mặc kimono và yukata, đi dạo trong khung 

cảnh có hoa Sakura và lá Momiji. Bên cạnh đó, ở Việt Nam có Tết nguyên đán, và vào ngày đó, người thân sẽ về 

quê, mọi người nấu các món ăn truyền thống như bánh trưng, bánh tét, dọn dẹp và trang trí nhà cửa.Việt Nam 

còn có văn hóa giống với Nhật Bản là đi lễ chùa đầu năm, mừng tuổi.Tôi muốn biết nhiều hơn nữa về văn hóa 

Nhật Bản, một văn hóa có những điểm khác và cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

Bánh chưng

Con chào cha mẹ, con thật sự biết ơn cha mẹ đã sinh ra con, vất vả nuôi con ăn học suốt bao năm qua. 
Hoàn cảnh ra đình mình cũng không được khá giả nhưng cha mẹ không để con thua bạn thua bè, luôn ủng 
hộ những việc con làm. Con thật sự cảm ơn cha mẹ đã đồng ý cho con sang Nhật làm việc, học tập. Con 
biết việc để con cái đi xa và lâu như vậy thật sự là không dễ dàng với cha mẹ. Cha mẹ hãy luôn giữ gìn sức 
khỏe, đợi ngày con gái trở về báo hiếu cha mẹ. 

Và gửi em trai của chị.
Thật là may mắn khi có em trai như em. Em nhỏ hơn nhưng trưởng thành hơn chị rất nhiều. Cố gắng học 
giỏi, sau này thành công nuôi cha mẹ và chị hai nhé.

Tin nhắn cảm ơn

Bí danh: Nhi
Quê quán: Việt Nam
Sở thích: Du lịch



ありがとうメッセージ
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日本語の勉強を
頑張っています！

パラガス ロイ カネド

今日の私を支えてくれた皆さんに感謝します。皆さんを詳しく説明する必要はありま

せんが、皆さんが誰であるかは分かっています。また、この素晴らしい機会を与えて

くれた神に感謝したいと思います。私はそれを無駄にしないようにし、それを最大限

に活用するために毎日100%の努力をします。

思っています。お休みの日は、スーパーへ買い物に行ったり、部屋を掃除したり、料理を作っ

たりしています。料理は、お金と時間のかからない簡単な料理だけ作っていて、お金がたまっ

たら自転車を買おうと思っています。また、得意料理は、長時間煮込んで作る”PARES”という

牛スープです。そして家でも日本語の勉強をしています。理由は、早く日本語を話せるように

なりたいからです。日本語が上手になると、もっと日本での生活が楽しくなると思っています。

目標は、日本人とスムーズに会話できるくらいの日本語レベルを目指しています。また、看護

師国家試験に合格することも、今の私の目標です。

私はフィリピンでお寿司を食べたことはありま

したが、本場のお寿司を日本でずっと食べたい

と思っていました。日本に来て初めて食べたお

寿司は、魚が新鮮でとても美味しかったです。

特に、大トロは食べてすぐ口の中で溶けたので

びっくりしました。また、日本はきれいな場所

が多いし、交通も便利で、いろいろな所に自動

販売機があるので、とても住みやすいです。

ずっと住んでみたかった日本で生活するという

希望が叶ったので、しばらく日本に住みたいと

呼び名：ロイさん
出身国：フィリピン
趣 味：バスケットボール、

サイクリング、写真
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I'm working hard on my 
Japanese

Paragas Lhoi Canedo

I’d like to thank everyone who supported me to be where I am today. I don’t need to elaborate 

all of you but I know you know who you are. I’d also like to thank God for letting me have this 

amazing opportunity. I’ll make sure to not let it go to waste & put 100% effort every single day 

to make the best of it.

On days when I’m not working, I go to the supermarket to do my shopping, clean my room, and cook. I 

only cook simple dishes that don’t cost much time and money, and when I have saved enough, I will 

buy a bicycle. I make good Pares, a beef soup that is stewed for a long time. I also study Japanese when 

I’m at home because I want to learn to speak Japanese quickly. If my Japanese gets better, then I will 

be able enjoy my life in Japan even more. My aim is to reach a level of Japanese that will allow me to 

converse smoothly with a Japanese person. Another goal I have now is to pass Japan’s national nursing 

examination.

I have eaten sushi before in the Philippines, but I have 

always wanted to try real sushi in Japan. When I ate 

sushi for the first time in Japan, the fish was really 

fresh and delicious. I was so surprised by how the 

otoro fatty tuna just melted in my mouth. Japan is 

very clean, public transportation is convenient, and 

there are vending machines everywhere. I find Japan 

very comfortable to live in. I have always wanted to 

live in Japan, and my wish has come true, so I would 

like to stay here for a while.

Nickname: Lhoi
Home country: Philippines
Hobbies: Basketball, cycling, 
photography

Message of Thanks
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システムはないので便利で楽だと感じました。でも日本で苦手なことが1つあります。それは冬の寒

さです。入国した時期が2月であったため、日本に到着し空港を出た時、寒さにびっくりしました。

夏は暑く感じますが、慣れているので日本では夏が好きです。

休日は、家族と電話をしたりお菓子を作ったりして過ごしています。同じ家に住んでいるヤユクさん

とケーキを作ったこともありました。作ったお菓子を職場に持って行ったりもしました。皆さんがと

ても美味しいと言ってくださるのでとてもうれしかったです。今後の私の目標は介護福祉士にチャレ

ンジし、今、技能実習で教えてもらっていることを活かしていくことです。

日本に来る前のイメージは景色だけではなく、道路

などにゴミが無くきれいなイメージでした。日本に

来てからは、実際に町も道路もきれいで、それ以外

にも時間を守ることや、優しい人が多いことから、

イメージよりも素晴らしい国だなと思いました。ま

た、日本にはバスや電車の電子カードがありますが、

私の出身であるタシクマラヤ市には、そのような

ロッシャ
コホエルシィファ

日本が大好きです！
でも苦手なことが1つ・・

ありがとうメッセージ

呼び名：ロッシャさん
出身国：インドネシア
趣 味：音楽を聴くこと

実は私は日本で働けるとは思っておらず、日本で働くことが出来ているのは神様のおかげで
す。そして、遠く離れた生活を許可してくれて、いつも応援してくれるお父さんとお母さん
に感謝しています。日本にいることができるように助けてくれた方々にも感謝しています。
日本語の先生にも感謝しています。
また、勉強しながら、働かせていただいている偕行会グループにも感謝しています。みなさ
ん、ありがとうございます。
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kami membayar dengan uang tunai, sehingga lebih praktis di Jepang. Inilah mengapa saya meyukai Jepang.
Namun, ada satu hal yang tidak saya suka dari Jepang. Yaitu dinginnya di musim dingin. Waktu itu, saya tiba di Jepang
pada bulan Februari, tepat di musim dingin. Ketika keluar dari bandara, saya kaget karena ternyata sangat dingin.
Makanya saya tidak suka jika Jepang sudah memasuki musim dingin. Biasanya banyak yang tidak suka musim panas
karena suhunya akan sangat panas, tetapi saya pribadi menyukai musim panas di Jepang. Mungkin karena saya sudah
terbiasa dengan suhu panas saat masih di Indonesia.
Pada hari libur, saya menghabiskan waktu dengan menelepon keluarga, membuat kue, dll. Saya terkadang membuat
kuenya bersama Yayuk, teman serumah. Saya sering membawa kue buatan saya ke tempat kerja. Banyak yang bilang
kuenya sangat enak. Saya senang sekali mendengarnya.
Jika ada kesempatan, saya akan membuat kue bersama Yayuk lagi, dan memberikannya ke kalian semua.

Rossya Khoerusyifa

Ucapan terima kasih

Saya sangat suka Jepang！
Tapi, ada 1 hal yang tidak saya
suka…

Saat sebelum ke Jepang, citra Jepang yang saya ketahui
tidak hanya sekedar pemandangan yang indah saja, tetapi
juga sebagai negara yang bersih, karena katanya tidak ada
sampah di jalanan. Setelah saya datang ke Jepang, ternyata
citra tersebut benar adanya. Jalanannya benar-benar bersih.
Di tambah lagi orang Jepang juga selalu tepat waktu dan
mereka baik hati. Sehingga citra-citra tersebut melebihi
ekspektasi saya.
Selain itu, di Jepang kita menggunakan kartu khusus saat
naik bus dan kereta, sedangkan di Tasikmalaya, daerah asal
saya, kami tidak menggunakan kartu seperti itu,

Nama Panggilan：Rossya
Negara Asal：Indonesia
Hobi：Mendengar musik

Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan semua ini, yang 

sebelumnya sama sekali tidak pernah terpikirkan. Terima kasih kepada orang tua yang selalu

mendukung, yang telah memberikan izin walaupun dengan risiko harus berjauhan. Terimakasih

pihak-pihak yang telah membantu sehingga saya bisa berada di negara matahari terbit/negeri sakura

ini. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan saya bahasa Jepang dari 0 (tidak tahu

apa-apa) sampai saya bisa ada disini. Terima kasih juga kepada perusahaan Kaikoukai yang telah

memilih dan memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar sambil bekerja di perusahaan ini.



ハスリアニ

旅行を通じて日本のよさを
たくさん発見できました。

旅行がとても好きでよく一人旅行をします。だいたい2か月に1回行きます。

今までに行った場所は結構多く、京都、松本、神戸、大阪、富山、上高地、

高山などに行きました。一番楽しかったのは神戸です。面白くて素敵な場

所がたくさんありました。そして、一番きれいだと感じた景色は上高地と

黒部峡谷です。上高地の河童橋から見た景色は今まで見た景色の中で一番

美しかったです。空気もきれいでした。黒部峡谷でも鉄道で秋を感じて、

心がすっきりしてストレスが消えてなくなりました。みなさんもぜひ行っ

てみてください！とてもおすすめです！

日本に来たらラーメンと寿司を絶対に食べてみたいと思っていました。

しかしラーメンにはほとんど豚肉が入っていると言われたので食べられ

ません。イスラム教の人は豚肉を食べてはいけないからです。

また、寿司についてもインドネシアでは生の食べ物を食べる習慣がない

ので食べられるのか心配でした。しかし実際に食べてみるとおいしく、

今では旅行に行くと、寿司と刺身を食べるようになりました。神戸で食

べた寿司と刺身はとてもおいしかったです。

行く機会をつくってまたあの寿司を食べたいです。

ありがとうメッセージ

↓上高地の景色

↑飛騨の里

毎日応援してくれるお母さん、お父さん、兄弟，と従妹へいつもありがとう。
真面目なことからばかげたことまでいつも色々話してくれた友達のフィカ、ウルファ、ウチャ、
ムスティカ、ありがとう。あなた達とお話しするといつも楽しい。 Love you, All ♡。
そして、いつも助けてくださる海外人材開発部の皆さんにも感謝しております。日本で皆さん
のような方々と出会い、一緒に仕事ができることに喜びを感じています。
また、ハサヌディン大学の日本語文学科の先生たち、たくさんの知識をくださって、ありがと
うございました。ディアス先生にも感謝しております。いつもディアス先生の授業と討論が恋
しいです。さらに、私が日本で働く機会を開くために、手伝っていただいたメタ先生に感謝し
ております。みなさん、いつもありがとうございます。
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呼び名：アニさん
出身国：インドネシア
趣 味：旅行、料理

映画、ドラマ



Hasriani

Mengenal Jepang lebih
dekat dengan travelling

Sebelum ke Jepang, saya berpikir, ketika di Jepang nanti, saya harus makan ramen dan

sushi original Jepang. Namun, saat saya di Jepang, saya diberi tahu bahwa hampir

semua ramen di Jepang mengandung babi, sedangkan saya tidak boleh makan

makanan yang mengandung babi. Jadi, selama di Jepang, saya sama sekali belum

pernah makan ramen. Saya juga sangat ingin makan sushi. Awalnya saya sedikit ragu

makan sushi karena tidak terbiasa dengan makanan mentah saat di Indonesia, tetapi

setelah dicoba, ternyata enak dan saya suka. Sampai saat ini, saya selalu

menyempatkan diri untuk makan sushi atau sashimi saat travelling.

Ucapan terima kasih

↓Kamikochi

↑Foto di Hida no Sato

Terima kasih buat Ibu, ayah, adik-adik, dan sepupu saya yang selalu mendukung setiap hari. Terima kasih buat
teman-teman, khususnya Fiqa, Ulfa, Ucha, dan Mustika, teman ngobrol mulai dari hal serius sampai hal konyol. 
Mengobrol dengan kalian selalu menyenangkan. Love you, All ♡. 
Terima kasih juga kepada seluruh anggota Overseas Human Resource Development Department yang selalu
membantu saya. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dan bekerja dengan orang-orang baik seperti mereka di 
Jepang. 
Saya juga berterima kasih kepada seluruh dosen-dosen Sastra Jepang UNHAS yang tiada lelah membagi
ilmunya. Terima kasih kepada Pak Dias, saya selalu merindukan pelajaran dan diskusi dengan bapak. Terakhir, 
terima kasih kepada Ibu Meta yang sudah membantu dalam membuka peluang saya untuk bekerja di Jepang. 

Saya masih ingat, sushi dan sashimi yang saya makan saat liburan ke Kobe sangat enak.
Saya sangat suka travelling. Di Jepang, saya sering travelling ke berbagai kota. Saya
biasanya travelling 2 bulan sekali. Sampai saat ini, saya sudah mengunjungi banyak
tempat seperti, Kyoto, Matsumoto, Kobe, Osaka, Toyama, Kamikochi, Takayama, dan
lain-lain.
Tempat yang paling menyenangkan ialah Kobe. Di sana, banyak tempat yang menarik
dan keren. Kemudian, tempat dengan pemandangan terindah ialah Kamikochi dan
Kurobe Gorge. Pemandangan gunung yang terlihat dari Jembatan Kappa di Kamikochi
mungkin adalah pemandangan terindah yang pernah saya lihat secara langsung. Udara
di sana juga sangat bersih. Pemandangan di Kurobe Gorge juga tidak kalah indahnya. Di
sana, dengan naik kereta khusus, saya menikmati pemandangan musim gugur di Ngarai
Kurobe. Perasaan lelah dan stres rasanya seperti hilang seketika.
Jika kalian mencari tempat dengan pemandangan indah, saya sangat
merekomendasikan kedua tempat ini.
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Nama Panggilan：Ani
Negara Asal：Indonesia
Hobi：Travelling, Menonton
film dan drama



Price: 241yen (260 yen including tax) Hokkaido fresh cream and mascarpone cheese stuffed between flaky, 
fluffy bread baked from flour blended with Japanese wheat. Comes with 
a brilliant accent of hazelnut chocolate.

~Impressions~
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Did you try any of the 7-Eleven and Family Mart convenience store desserts we’ve introduced so far? This time, we 
bring you the dessert rankings of Japan’s third largest convenience store chain, Lawson, and their recommendations. 
Give yourself a little treat sometimes with a convenience store dessert.

Price: 167yen (180 yen including tax)

~Impressions~

栗堪能モンブラン 雪泡クリームのショート

大きなツインシュー プレミアムロールケーキ どらもっち（あんこ＆ホイップ）

Enjoy the exceptional balance of whipped cream and 
Hokkaido chunky red bean paste sandwiched between fluffy 
sponge dorayaki skins.

*Cited from a ranking published in “Ninki Geinojin ga Maji Chosa! 
Oniuma Sweets GP” (人気芸能人がマジ調査! 鬼旨スイーツGP), 
aired on Jan. 31, 2021
*The products introduced in this ranking include those that are not 
currently on the market.
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【Japanese Culture: Hanami】

【Hanami and its history】

Hanami, which means "flower viewing" in Japanese, is eating and drinking while enjoying the views of cherry 
blossoms and other flowers. Hanami is said to have started in the Nara period when aristocrats gathered to 
write songs while viewing flowers. Nowadays, Hanami is usually associated with cherry blossoms, but it was 
common to enjoy plum blossoms introduced from China at that time. Viewing cherry blossoms became 
common after the Heian period. Many descriptions of feasting under cherry trees and the poems on cherry 
blossoms are left in "Kokin Wakashu", "The Tale of Genji", and others.

【Types of cherry blossoms】

80% of Japanese cherry blossoms. The flower 
color is slightly pink to white. Leaves usually 
emerge after the flowers fall.

Leaves emerge when flowering; the flower color 
is white or pale pink, and flowers are larger than 
Somei Yoshino. 

Somei Yoshino Oshima zakura

There are more than 500 types of cherry blossom trees. Here, we will introduce the two main varieties.

【Hanami Rules】

(1) Do not break the branches of the cherry blossoms
(2) Do not climb the cherry tree or shake the tree to scatter the petals
(3) Do not get onto other groups' picnic mats
(4) Bring home your garbage

ソメイヨシノ：日本の桜の80％にあたる。花色は淡紅白色。花が散る頃に葉が見られる。
オオシマザクラ：開花の時に葉が出ており、花色は白か淡い桃色でソメイヨシノよりも花が大きい。

【日本の文化：花見について】

【花見とは・花見の歴史】
花見とは桜などの花を鑑賞したり、鑑賞しながら食事やお酒を楽しむことです。
花見の起源は奈良時代以降、貴族たちが花を見ながら歌を詠む会をした事によるとされています。
今では桜での花見が一般的ですが、当時は中国から伝来してきた梅で花見をしていたそうです。
桜を見るようになったのは平安時代以降で桜の下で宴を開催している様子や桜を詠んだ歌は平安時代の「古今
和歌集」、「源氏物語」などに多く残されています。

【桜の種類】
桜の種類はなんと500種類以上もあるそうです。ここでは主な品種のうち、代表的な2種類を紹介します。

【花見の際のルール】
①桜の枝を折らない
②桜の木に登ったり、木を揺すって花びらを散らさない
③他人が敷いたブルーシートなどに上がらない
④出したごみは持ち帰る

ルールを守って、他の人の迷惑にならないようにして花見を楽しみましょう！

Let's follow the rules and enjoy Hanami without bothering others!



This month's recipe

Rice ・・・・・・・・・・200 g (1 cup)
Vinegar ・・・・・・・・・1 tbsp
Sugar ・・・・・・・・・ 1 tsp
Salt ・・・・・・・・・・a pinch of

Ingredients to add to rice
Dried shiitake mushrooms ・・1 sheet
Dried Kanpyo (pickled-gourd) ・2 g (approximately 20cm)
Carrot ・・・・・・・・・・20 g (approximately 3cm)
Sugar ・・・・・・・・・・・1/2 tsp
Soy sauce ・・・・・・・・・1/2 tsp
Dashi stock ・・・・・・・・50 cc

Kinshi tamago (thinly roasted egg)
Egg ・・・・・・・・・・1/2 piece
Salt ・・・・・・・・・・a pinch of
potato starch with water ・・1/2 tsp
Oil ・・・・・・・・・・・1/2 tsp
Decorating ingredients ・・・desired amount
e.g. Shrimp, tuna, tinned tuna, cucumber, etc.

Ingredients/serve 1

1. Boil the ingredients to add to rice. 
Boil the Kanpyo in water and cut into small 
pieces. Rehydrate the dried shiitake 
mushrooms with water, and cut them into 
small pieces. Slice the carrots thinly. Put the 
dashi stock, seasonings, the Kanpyo, the 
shiitake mushrooms, and the carrots in a pan 
and stew. (Cook over low heat until the dashi 
stock runs out.)

2. Prepare sushi rice.
Mix vinegar, sugar and salt, and add it into the 
rice, and add the ingredients of 1, too. (Mix as 
you cut while cooling down the rice.)

3. Fry kinshi tamago.
Break an egg and mix with salt and potato 
starch with water. Add oil in a pan, and pour 
the egg mixture, and fry to an even thinness. 
(low heat) When the surface dries, turn it over 
and fry. Cut them into small pieces.

4. Put the sushi rice of 2 on a plate, and 
decorate with 3 and ingredients as you like 
such as shrimp, tuna sashimi, tinned tuna, etc.

Instructions

※This recipe is supervised by a registered dietitian at Nagoya Kyoritsu Hospital.
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インドネシア国立ハサヌディン大学開催の
市民公開講座にて介護と運動療法について講演

Kaikoukai × IndonesiaNEWS

【オンライン講義を行う様子が読売新聞に掲載されました】

2021年10月29日（金）、インドネシア国立ハ
サヌディン大学が市民公開講座を開催し、偕行
会グループからは透析運動療法統括部の森山善
文統括部長（健康運動指導士）とグループホー
ムじょうさいの河合千恵子所長（介護福祉士）
がそれぞれ運動療法と介護の講演をしました。
参加者は一般市民の他、学生や卒業生、先生方
が参加されそれぞれ100名以上の方々にご視聴
いただきました。

2021年11月23日付読売新聞朝刊に、偕行会グ
ループがインドネシア国立ハサヌディン大学
看護学部と協力して実施している「介護技術
に関するオンライン講義」について掲載され
ました。

On Friday, October 29, 2021 Hasanuddin University held 
a public lecture, in which Yoshifumi Moriyama, General 
Manager of the Dialysis Exercise Therapy Headquarters 
(Health Exercise Instructor), and Chieko Kawai, Director 
of Group Home Josai (Nursing Care Worker), 
represented the Kaikoukai Group in giving lectures on 
exercise therapy and nursing care. More than 100 
people participated in the event, each from the general 
public, students, alumni, and teachers.

Public lecture on nursing care and exercise 
Therapy held at Hasanuddin University, Indonesia

[The online lecture was covered by the Yomiuri Shimbun]

On November 23, 2021, the Yomiuri Shimbun 
morning edition published an online lecture on 
nursing technology conducted by the Kaikoukai
Group in cooperation with the Nursing Department 
of Hasanuddin University in Indonesia. 
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Aiming for truly patient-oriented and comprehensive 
medical care

~ If there were “an ultimate family doctor to call on for life” ~

In the era of a 100-year life, we will need hospitals that are 
embedded in the local community and can provide the full range of 
healthcare services from preventive care to treatment and recovery 
through to recuperation. 
Kaikoukai is constantly looking to workers on the ground for 
suggestions on what patients want and what services would make 
patients happy. 
We want to create an environment that will allow people to enjoy 
life when it is their turn to become a patient or when they grow old.

Excerpt from page 43.45 of the Kaikoukai Handbook
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 ＜表紙について～ホイアン旧市街ランタン祭～＞
ユネスコ世界遺産にも登録されているベトナムの観光都市「ホイアン」では、毎月旧暦の14日に
「ランタン祭り」が開催されています。このランタン祭りは満月の日に行うのが昔からの習わしで、
ランタン祭りの当日になると、家々は人工的な明かりを消し、カラフルなランタンの明かりだけが店先
に灯ります。小さなランタンの明かりが通りの両側に数十、数百メートルと続く光景はまさに絶景です。


