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理事長

渡 邉　和 美

  山々の紅葉が濃さを増し、地域の郷に一段と彩りを添えています。暦の上では冬の声

が聞こえ始め、初霜の便りも届く季節となって参りました。

　さて、来年度から実施される介護保険法改正案が国会へ提出され、6月18日に可決さ

れました。今回の制度改正につきましては、平成12年に介護保険制度が施行されて以

来、平成27年で15年の節目に当たり、介護報酬の見直しに加え、制度の見直しを伴う

大改正となる見込みとなっています。

　その代表的な制度改正の内容の一つは、来年4月から特別養護老人ホームの入所基準

を、現行の要介護1から要介護3以上に限定され、もう一つ、要支援者に対する予防給付

の訪問介護と通所介護につきましては、4月から平成29年度までに段階的に地域支援事

業に移行することが予定されています。　

　また、8月からは利用者負担を生活保護受給者を除き一定の所得（年金収入なら年

280万円以上）のある人は1割負担から2割に引き上げられ、負担増となる高齢者は5人

に1人程度が対象者になると試算されています。

  加えまして、今回の改正とは別に来年10月から消費税も10%に引き上げられるという

ことになれば、金銭的な理由で介護サービスの利用を控えてしまうケースも予想されま

すので、市・町と協力し対応策等考えていきたいと思います。

  一方、依田窪福祉会の全体の運営状況はというと、サービス利用者の減少、介護職員

数の不足等々によって一層厳しさが増してきています。

　福祉サービスを提供する事業者の経営とは何かと考えたとき、理念なしに利潤を追求

することではなく、理念を追求するために必要な財源を確保しながら、質の高いサービ

スを効率的・効果的に提供する体制をつくっていくことではないかと思います。また、

限りある人材、資金等を有効に活用しながら理念を実現していくことであると考えてい

ます。

　以上のことを踏まえ、地域のサービスがどうあるべきかを色々な方面から考え追求

し、ご利用者・ご家族・地域が幸福感を味わえるそんな依田窪福祉会にしていきたいと

思っています。

幸福感が味わえる
依田窪福祉会
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武武 石石
Takeshi Area

食 の 支 援

　食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋と言われますが、

ともしびでは今年度「楽しい食事」を目標に取り組ん

でいます。

　食事イベントや、喫茶イベントを定期的に実施し、

普段とは違う食事場面を提供する事で、ご利用者はい

つもとは違う表情を見せてくださることがあります。

９月の敬老の日にはホールにて百寿、白寿、米寿のお

祝いの会を開催しました。いつもと違う豪華な折詰に

特別養護老人ホーム　ともしび
皆さんとても喜ばれ、食後には得意な踊りを披露して

下さるご利用者もいらっしゃいました。　

　朝・夕が涼しくなり、食べ物も美味しい季節になっ

た為か朝食が済むと、「今日のお昼は何だい」との声が

ご利用者より聞かれます。美味しい食事を提供する事

はもちろんですが、食事の時間の楽しい会話や関わりも

美味しさの一つとして大切にしていきたいと思います。

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area
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デイ上本入自慢！ 秋のおやつ

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

豊かな「食」を目ざして
　高齢者にとって、「食べる」ということは自立生
活の基本になることだと常々感じています。食べ
ることには、買物（畑の作物づくり）、調理、食事、
片付けといった一連の動作があります。若い頃は
誰もが当たり前にやってきたことですから、少し
の助けがあれば、まだまだ意欲を持って行うこと
ができます。
　デイサービスセンター鳥屋では、日々の外出つ
いでに買物に立ち寄ったり、皆さんで漬物や干し
柿作りをしたりと、「食」につながる活動を大切に
しています。
　職員やご利用者自身が採ってきた、たくさんの
梅や栗、柿もご利用の皆さんの手にかかればあっ
という間に下準備が終わり、美味しく食べられる

時を待つばかりになります。
　フロアーには『ま・ご・
わ・や・さ・し・い』の
合言葉を掲げ、栄養バラ
ンスのとれた食事にも心
がけています。

は、「茶巾しぼり」。ほじくり出した栗の身をつ
ぶし、牛乳と砂糖を加えてペースト状にして、
ラップで丸く包んでみました。100％栗のお菓
子の出来上がり！
　そして、次は「栗大福」。茹でた栗の身を、
きれいな丸の状態で取り出して、あんこと餅で
上手に包みます。これは、ご利用者のお誕生日
に合わせて作ってみました。「早く栗おこわも
食べたいな」と楽しみが広がります。
　旬の食べ物を、時期に合わせて食べるって、
健康にもいいですね～。
　栗料理を楽しむにあたって、ご利用者のご家
族のご厚意で、毎年
たくさんの栗をいた
だいています。本当
に、ありがとうござ
います。

干し柿づくりです。「昔は串
柿を作ったよ」と会話もはず
みます。

ある日の昼食です。大豆・ゴ
マ・やさい・鮭・きのこ・ポ
テト・・「わ」が無い！

　９月に入りお彼岸を迎えた頃に、ヘルパー
が調理で入っているご利用者を訪問させてい
ただくと、ほとんどの皆さんから天ぷらのリ
クエストをいただきます。
　訪問時間が決められている私たちは、料理
方法を工夫しながら作らせていただいていま
す。たとえばさつま芋を揚げるのに一度電子
レンジで温めるなどして工夫をして訪問時間
内にすべての材料を揚げて温かい天ぷらを提
供できるようにして次の訪問先に向かいま
す。ご利用者の満足そうで、うれしそうな笑
顔をみると次もがんばろうという気持ちなり
ます。
　またおはぎを一緒に作ってほしいとリクエ

ストがあります。その方の好み作り方を教え
ていただきながら一緒に作ります。膝を交え
ながら一緒に作るときは、昔の懐かしい話を
お聞きしたり、作り方のコツをお聞きしたり
してとても楽しく、私たちにも作り方の勉強
になったりします。
　私たちはこんな時間がもてた時、心より
「これからもご自分の自宅でいつまでも生活
ができるように」と願い、ヘルパーとして支
援できるようにがんばって行こうという気持
ちになります。秋の穏やかな日にご利用者と
一緒に何かを作ることが出来ると、とても充
実した時間をすごした気持ちになります。
　ヘルパーの秋の一場面です。

ヘルパーステーションこすもす

食 の 支 援 　

　秋も深まり、満月が澄み渡って夜空を照ら
しています。
　秋といえば、「食欲の秋」！ 秋の味覚といえ
ば、きのこ、さつまいも、秋刀魚、柿・・・
どれもこれも、この時期においしいものばか
りです。そんな秋の味「栗」のお話をしたい
と思います。
　上本入で恒例行事となった栗拾い。「今日
の午後取りに行かねかい。」とご利用者から声
がかかり、慌てて袋を持って取りに出かけま
した。
　皆で楽しく拾った栗は、味もまた格別！蒸
かした栗の中身をほじくり出すのは、拾うよ

り大変な作業……
目がショボショボ
してきます。
　ま ず 作 っ た の

ふ

ご利用者と共に秋を感じて!!

秋は食べ物がおいしく感じる季節です。そして、居宅介護支援事業所にはこんな相談が飛び

込んできます。

「冷蔵庫の中に何も入っていないので料理が作れません」

「冷蔵庫に古いものがいっぱい入っていますがどうしますか？」

「1人暮らしなのに、〇〇が箱で届いています」

「病気で制限されている食品がありますが、どうすればいいですか？」

「炊飯器の中のご飯が黄色くなっていますが、いつのご飯でしょう？」

「一度に食べ過ぎてしまったようで体調を崩されてしまいました」などなど。

ご近所の方やヘルパー、デイサービスの職員の皆さんが連絡して下さいます。

その都度、ご家族と相談したり、ケアマネジャーが

訪問をして対応しています。

「食欲の秋」。旬の味覚を楽しんで皆様がお元気に

過ごせるよう、私たちも支援していきます。

食欲の秋

デイサービスセンター 入本上

デイサービスセンター鳥屋
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　職員の赤ちゃんが、お母さんと一緒にデイ長久
保に来ています。皆さん、目じりが下がったとて
も柔らかい表情で、赤ちゃんをあやしてくださっ
ています。
　「かわいいね～♪」「こっちにおいで♪」「いい
こだね～♪」
　赤ちゃんの笑顔が、皆さんを笑顔にします。優
しい笑い声は絶えることなく続きます。

敬老会 ｉｎ デイサービスセンター長門
「ボランティアさんの力で
　　　　盛り上がった　敬老会」

『赤ちゃんと一緒に』

長 久 保デイサービスセンター

　9月10日、11日にデイサービスセンター長門の敬老会を行いました。

　2日間は特別メニューで、お刺身や天ぷらにお赤飯などいつもより豪華な昼食にし、あまりの豪華さに「今

日は食べきれないなあ」という声も。そして、午後には催し物がありました。1日目は武石のフラダンスチー

ム「マカラプア」の皆様の華麗なフラダンスがありました。2 日目は丸子の方の手品とハーモニカの披露

がありました。ハーモニカにあわせ「ふるさと」を歌われ、本格的な手品にはご利用者もびっくりされてい

ました。2 日間ともボランティアの方々による協力があり、敬老会を盛大に行うことができ、ご利用者も良

い笑顔をされていました。

　また、1 日目にはデイサービスセンター長久保のご利用者も一緒に参加され、昔一緒に働いていたとい

う方が、何十年ぶりかの再会をされました。ご利用者同士「あんたは、何曜日に来ているんだい？」「元

気でやっていたかい？」など昔話が盛り上がり、話がつきることはありませんでした。

　デイサービスセンター長門では、レクリエーションの担当を決め、日々違うレクリエーションを行ってい

ます。そして、時々敬老会のような大きな行事を行うことにより、他の事業所の方と一緒に会う機会を設

けることができます。催し物についてはご利用者も楽しみにしてくださっています。今後の行事予定は、紅

葉狩りや忘年会、新年会を予定しています。これからもご利用者が楽しめるイベントを大切にしていきたい

と思います。

　我が子を守り育ててこられた方々。手つきは慣
れたものです。
　少子高齢化となり、子供とお年寄りが同じ時を
過ごすことが難しくなってきた昨今ですが、デイ
サービスセンター長久保の中に、陽だまりのよう
な時間が広がっています。
　お爺ちゃん、お婆ちゃんの温かい手に抱っこさ
れている、懐かしい記憶を思い出しました。

　今年の夏は、宮の上地区の盆踊り大会、入大門

地区のカラオケ大会にお邪魔してきました。

　宮の上地区の盆踊り大会には、大門の家に実習に来ていた台湾の学生も一

緒に参加させていただきました。学生も慣れない浴衣に身をつつみ、盆踊り

を一生懸命に踊っていました。

　「これぞ日本の夏!！」という文化に触れることができ、とても良い経験ができたと喜んでいました。

　入大門地区のカラオケ大会には、ご利用者と参加させていただきました。最近はあまり飲んでいな

いというビールを、普段と違う雰囲気の中、今日はお祭りだからということで、とても美味しそうに

飲まれていた姿が印象的でした。

　快く受け入れて下さった、宮の上地区、入大門地区の皆さん本当にありがとうございました。

　昨年に引き続き、大門の家とデイサービスセンター長久保の合同運動会を開催しました。

　風船バレーから始まり、玉入れやパン食い競争などを行いました。参加されたご利用者は、真剣

に、そして笑顔で競技に打ち込んでいらっしゃいました。

　運動会終了後には、みんなでお茶を飲みましたが、久しぶりに顔を

見れたという方もいらっしゃり、とても盛り上がったお茶会となりま

した。最後には自然と歌や踊りも始まるなど、ご利用者にとって、両

事業所にとって良い交流となりました。

大門の家

敬老会の様子

デイサービス長門と長久保のご利用者です。
久しぶりの再会に手をにぎりあい喜ばれていました。

武石のフラダンスチーム「マカラプア」の皆様と一緒に、
ご利用者、職員も踊りました。マカラプアの皆様は去年も
来てくださっており、毎年恒例となっています。

おいしいお昼　
敬老会特別メニューです。

「夏の思い出」

スポーツの秋!! 大門・長久保合同運動会

笑 顔 に な れ る か か わ り を長長 門門 拠点拠点
Nagato Area
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和和 田田 拠点拠点
Wada Area

グループホーム和田
デイサービスセンター橋場なごみや

年 を と っ て も 生 き 生 き と

年 を と っ て も 生 き 生 き と

　すっかり秋も深まってきました。デイサービスへ来られるご利用者の最近の

関心事は、なんと言っても今年のお米の出来です。もう田へ出かける方はお

られませんが、田畑のことは今でもとても気になるようです。

　ご利用者との会話で言えば、戦中や戦後の話もよく話題に上ります。食べ

物に苦労した話し、疎開の話し、満州やシベリアに行った話しなど、苦労話が尽きません。そんな苦労

話でも、時には明るく話をされるご利用者に対していつも頭の下がる思いです。

　デイサービスセンター和田では、そんなご利用者に、お年をとられても生き生きと元気に過ごしていた

だけるよう、日常では体操や趣味の活動、時には外出なども行っています。

デイサービスセンター和田
祝　ご長寿!!  長和町敬老会に参加しました

ダブルのお祝いパーティー

ごはんの時間

　料理はなかなかに奥が深い世界で、同じ材料で、同じ料理を作り始めても、
作り手によって、微妙に出来上がりが違ってくるものです。
　「デイサービスの昼食は美味しい」そんな嬉しい評価をあちこちからいただい
ていますが、それは、美味しくなる魔法をかけてくれる人がいるから。
　「当たり前に、いつも美味しい !!」それは、「美味しくな～れ」と呪文をかけな
がら、努力してくださる調理員さんたちの成せる技・・・なのでした。
　さて、本日は食欲の秋を彩るメニューとして、
栗ごはん・エビフライタルタルソース・ふろふき大根が並びました。

　長和町の最高齢・102 歳の宮下ゆきを様が当施設で暮らしています。
敬老会では長和町長より、長寿のお祝いとして花束が贈呈されました。
当施設からは 6 名の方が参加されましたが、久しぶりに会えた馴染みの方
たちと会話も弾み、楽しい時間を過ごされていました。
( 皆様のご長寿に　あらためて　祝 !! )

　9 月の誕生会と敬老会を兼ねて昼食会を開催。お祝い御
膳はお寿司をご用意し、美味しくて楽しいパーティーと
なりました。
スペシャルゲストは「可愛い坊や」。1 歳４ヵ月の男の子
の無邪気な笑顔が、皆さんに幸せを振りまいて、ほんの
りとした穏やかな時間となりました。
坊やをあやすことで、心もからだも癒されたのでしょう
か、誰もがとても優しい素敵な笑顔を見せてくださいま
した。 　
( 坊やセラピー・・・また、来てね )

美味しさの秘密

（左）９月に行われた敬老会。地域の方に手話ダ
ンスと舞踊を披露していただきました。
　手話ダンスでは、東北の震災復興ソングである

『花が咲く』などに合わせてダンスを披露していた
だき、ご利用者や職員も一緒になって参加させて
いただきました。
　舞踊をご披露していただいた後には、『和田民
謡』をリクエストし、皆で輪に加わって楽しみました。

（上）夏の終わり、ご利用者からドライブに「行き
たい」との声に、早速美ヶ原まで出かけました。
特別に王ヶ頭まで車を入れさせていただき、中々
観ることができない景色を見ることが出来ました。

（下）秋晴れの日曜日、少し足を伸ばしてコスモス
街道にドライブをしました。
　青空の下、満開のコスモスを見ながらしばしの
談笑。ご利用者も職員も自然と笑顔になります。
　笑顔は健康の秘訣！！これからも季節感を大切に、
年をとっても笑顔で過ごせるよう支援してきます。

和和 田田 拠点拠点
Wada Area

デイサービスセンター和田
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