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老後の生き方暮らし方ノート
法人本部常務理事・事務局長

村岡

裕

老後とは何歳からのことをいうのでしょうか。
定年退職の多くは60歳、介護保険サービスを受けることができるのは原則的には65
歳、年金の支給は60歳以上など、老後を想定させられる様々な区切りはありますが、
実は老後が何歳からかとは、どこかに明確に定義されているわけではないのです。よく
いわれる「老後の備え」とは、働き盛り、また定年退職直後の人々にとっては、まだ先
の、漠然としたイメージだと思います。
さて、介護が必要な方をお世話する私たちにとっての悩みは、今行っているサービス
が、その方が本当に望まれることなのかどうかが、もはやご本人からはきちんと確認で
きないということが、時々あるということです。認知症になった方などの場合は、あと
からその方の想いなどを聞き出すことは、なかなか困難なこととなります。
ご本人の希望は、ご家族でも、わかっているようで実はあまりよくわかっていなかっ
たということもあります。なぜなら、毎日の生活にどのような価値を感じているのか、
介護が必要になってもどんなことはあきらめずに守り
続けたいのかなどということは、日ごろ改めて話し合
うことはまれで、実際には介護サービスが必要になっ
た時にはじめて確認することが多いからです。しか
し、その時になって、自分がどうしてほしいという思
いを、家族を含めた他人に明確に伝えるということ
は、実際にはなかなか困難なことです。
そんな課題を解決する一つの手段として、老後の
生き方暮らし方ノートというものがあります。この
ノートは、自分自身の生活習慣や価値観などを、
介護が必要になってからではなく、元気なうちに
書き留めておき、将来必要になった際に関係者に
確実に伝えられるように今から備えておこうとい
うものです。この取組みは、全国社会福祉協議会
の職員が企画し、長崎県大村市社会福祉協議会の
協力を得て実施されているものです。
【老後の生き方・暮らし方ノート】
全国社会福祉協議会ホームページより

http://www.shakyo.or.jp/news/080411.pdf

老後はまだまだ先と思う前に、こんな老後の
備えはいかがでしょうか。
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依田窪特別養護老人ホーム
味わうこと、飲み込むこと
施設長

萱津

公子

なっても、一番の楽しみではないでしょうか。
もし、食欲が落ちても、不思議と好きなものだ
けは食べられるものです。

の周りのマッサージをして動かしやすくするこ

ところが、認知症状が進行してくると、脳の
病変が原因で起こる症状とは別に、からだの具

しみを最期まで感じることができるようにした

合や環境によって影響される症状（周辺症状と

いと、職員が今、様々な工夫をしています。

いう）が起こってきます。

たとえば、施設で出される食事だけでなく、

たとえば、
「入浴や着替えを嫌がる」とか「食

Aさんの好物を取り揃えて、食べられそうなも

べ物が食べ物とわからない」とか「食べ物以外

のを医師や看護師と相談しながら、食べられる

の物（食べられない物）を口に入れてしまう」

時に食べていただくことなどは、生活の施設だ

などです。通常では理解できないことなので、

からできる工夫でしょう。

周りの人は、怒鳴ってしまうこともあるのです
が、この周辺症状は、認知症状のある本人から

食べ物が食べ物とわからなくなり、食べられ

のSOSと考えるほうが良いでしょう。その理由

なくなったり、飲み込めなくなった時に、それ

や原因を探ることが大切で、適切な環境と対

を自然の老いと認め、少しでも食べられるもの

応、介護を提供することで、これらが起こるこ

を工夫しながら、自然な形での最期を選ぶか、

とを抑えることもできるのです。

または、鼻からや胃に直接チューブを入れて栄
養をとる方法を選択する場合があります。後者

ともしびに入居して10年以上になるAさん

は、食べ物が誤って肺に入り、起こってしまう

は、脳出血の後遺症で半身麻痺があり、歩くこ

肺炎の危険を避け、栄養と水分が確実にとれる

とはできませんでしたが、入居当時は車椅子を

ためですが、延命ではないかと、賛否両論分か

自分で動かすこともできましたし、食事も自分

れます。高齢者の場合、この選択は本人が望む

で食べられ、毎日喫茶に、好きなコーヒーを飲

よりは、家族がどう判断するかで決まります。

みに来ることもできました。

特に、認知症状によって食べられなくなった

ところが、最近では脳血管性認知症のため

時、人の楽しみであり、基本的な行為である

に、車椅子を動かすことができなくなり、理解

「食べる、味わう」について、自分なら何を望

できることばや、しゃべることばの数がめっき

むか、また自分の家族ならどうして欲しいの

り減ってしまいました。並行して起こってきた

か、様々な視点で考えておく大切な問題です。

のは、食事を混ぜてしまい、自分で食べられな
くなりました。職員が介助しても、口の中に溜
めてしまって、「ごくん」と飲み込めないこと
も度々起こりました。
人の脳では、「しゃべる機能と食べる機能」
の関係が深いと言われています。ことば数が減
り、しゃべることができなくなった時には、次
に食べられなくなることを予測して対応するこ
とが必要なのです。口の中を常に清潔にするこ
と、Aさんが会話する機会を多くすること、口
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9月、ともしびに優雅な管弦楽の音色が響きました。
東京から来た「ユーゲント・フィルハーモニカー」の
皆さんです。クラシックから童謡、演歌まで素敵な演
奏にうっとりと聞き入りました。「信濃の国」の合唱
で締めくくると、利用者から「アンコール！」の声
が。結局、2回のアンコールに応えてくださいました。
来年も、また素敵な演奏を聞かせてくださいね。

管弦楽演奏ボランティア
秋晴れの10月、恒例のさつき会（家族の会）日帰り
旅行に行きました。今年は、御柱祭があった諏訪方面と
いう希望から、木落とし坂や諏訪大社下社などを巡りま
した。この旅行は、「もう一度家族で旅行がしたい。」と
いう入居者の思いを叶えようと、10年ほど前から企画・
実施しています。
写真は、奥様がともしびをご利用で、今年金婚式をお迎
えになったご夫婦です。ご主人からは、「もう、旅行なん

さつき会の

て行けないと思っていたのに！元気でいて、来年もぜひ参

旅行に行っ

てきました

加します。」と、うれしい感想をいただきました。

「夜間の地震によりボイラー室から火災が発生した」
という想定で、防災訓練を実施しました。夜間は勤務
する職員が少なくなるので、夜勤者や宿直者の迅速な
対応が求められます。一斉連絡により駆けつけた想定
の職員はもとより、郵便局の職員にもご協力いただき
ました。

防 災 訓
練
自身の就労に向けてともしびに勉強にきている奥山
綾加さんが、仕事の合間にピアノを弾いてくれまし
た。小学校から本格的に始めたという、その腕前は相

綾加さんのピアノ

当なもの。聴いていた利用者、職員からは手拍子や拍
手が。綾加さん、その腕前をまた披露してください。
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管理者

浅田 淳子

私たちの宅老所は開所して９年目に入りまし
た。認知症でない方、認知症の方が一緒に過ご

おしゃべりや笑い声を聞いたり、見たりして、
幸せそうに穏やかに過ごすようになりました。

しています。以前は、要介護度はあってもまだ
認知症はない方がほとんどでした。開所して１
年程するとアルツハイマー型認知症のＡさんが

その姿をみて、他の利用者さんもＡさんに対す
る見方が変わってきました。いつしか、Ａさん
は宅老所の人気者になっていました。そのＡさ

利用されるようになりました。
Ａさんは利用し始めの頃、徘徊があり中々落
ち着かず、不穏行動を繰り返していました。み

んが利用できなくなってからも、「Ａさんがい
ないと、寂しいね」という声が口々に聞かれま
した。Ａさんから、認知症への理解を深めてく

んなのいる場所で食事をとることができず、昼
食の時は隣の事務所で何とか召し上がっていた
だいていました。認知症でない方が、
「ああなり

ださったのです。
近年新しくご利用になる方は認知症の方が増
えてきました。また、宅老所の開所時から利用

たくないねー」とおっしゃる声も聞こえてきま
した。しかし、そのＡさんも脚力が弱ったこと
等もあり、徘徊がおさまりました。毎日利用し
ていたＡさんの座るソファがいつしか決まり、
皆さんと一緒に笑ったり、風船つきをしたり、
独り言を言ったり、居眠りをしたり、皆さんの

していらっしゃる方も、９年目、８年目とな
り、少しずつその症状は出てきています。で
も、認知症の方も、そうでない方も違和感なく
一緒に、笑いが絶えず和気あいあいと過ごされ
ています。認知症の方にとっては、笑顔と居場
所が大切だと実感しています。

宅老所

かみほんいりだより
アルツハイマー
型認知症で、一人
暮らしのＡさんの
ある１日を覗いて

管理者

柳澤

洋子

卒業なさっているとのことで、私たちにはとて
も読めない漢字を難なく読みこなし、そろばん
で足し算、引き算をして貰えば間違ったことは
ありません。

みましょう。
Ａさんは日にち
の認識ができない
ため、デイサービ
スの利用日は、出勤途中の職員がお宅に寄り、
「今日はお風呂の日です。」と声掛けをしてき

午睡後は「私馬鹿になってしまったかしら？
ここはどこ？私の家はどこ？」と居場所がわか

緒に
かかしと一

らなくなります。何度か転居をされ、30年ほど
前に武石へ来たそうですが、それ以前の昔住ん
でいた場所の名前が出てきます。これが、 見当

ます。その後、迎えに行きますが、車に乗り込
むと同時に「玄関の鍵は掛けて来たかしら？電
気は切って来たかしら？」と聞きます。乗り合

職障害 です。
でも、お送りしてＡさんのご自宅のそばまで行

わせている他の利用者さんは、
「それ、また始
まった」と冷ややかに言いますが、職員が「大
丈夫。全部確認してきましたよ。」と言うと、
納得してくれます。これが直前の記憶が消えて

くと、決まって「あっ、
わ
かった。思い出した」
とおっしゃいます。
ご自宅はＡさんの安
心できる場所。そこに
いると、猫と共にゆっ

後に体を洗い終わると「私、頭を洗ったかし
ら？」となります。

くりとした時間が流れ
過ぎるようです。

でも、Ａさんは、昔取った杵柄、商業学校を

4

ひまわりの前でピース

デイサ ービスセンター 長 門
ヘルパーステーションこすもす長門

施設長

「Cさんは先生…」

保科 美里

認知症の方は記憶の障害があると言われま

楽しそうで嬉しそうです。ですからできる

す。特に現在の自分が何歳なのか、どういう

だけ楽しい頃に戻れるよう「先生」と呼ん

生活をしていたか等忘れてしまっていること

だり、私たちが生徒になったりしていま

がよくあります。忘れてしまうというよりも

す。生活のほとんどは誰かの助けがないと

現在の新しい記憶を覚えていることができな

できないＣさんですが、昔の楽しい記憶の

いと言った方がよいでしょう。しかし、古い

中で、笑顔で居られたら良いのかなと思い

記憶は残っているため昔のことは覚えていま

ます。
「ただいま」とデイサービスから帰ると、

す。特にその方が輝いていた頃や苦労したこ

お家の方が待っています。不思議とその瞬間

とは記憶に強く残っています。

に先生ではなく一人のおばあちゃんに戻って

Ｃさんは若い頃、学校の先生をしていまし

いるＣさんです。

た。都会で生活していたこともあり、この地
域特有の方言も少なく言葉がしっかりとして
います。若く独身だった頃のことを現在のこ
とのように楽しそうに話してくれます。特に
お母さんへの思いが強く「いいお母さんな
の」と、笑顔で今も元気でお母さんが働いて

今年も盛大に納涼祭を行いました。長門

いると自慢気に話しています。その話を聞い

不動太鼓がお祭りを盛り上げてください

祭
納涼

て他の利用者の方は「Ｃちゃん、お母さんな
んてもういないで。」と言われることがあり
ます。そうすると今まで温和だったＣさん
の顔がみるみる曇り「いるよ、お母さん。
いないなんてひどいことを言う」と怒り出
してしまいます。また、職員がＣさんを
「先生」と呼ぶことがあります。Ｃさんは
現在も教師だと思っているので当たり前の
ことなのですが、なかなか他の利用者の方
には理解して頂けないこともあります。で
すが、Ｃさんはまだ独身で、優しい働き者
のお母さんと暮らしている記憶の中にいま
す。学校の話やお母さんの話をすると、と
ても認知症の方とは思えないほど昔のこと
を沢山話してくださいます。それにとても
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ました。やっぱりお祭りに太鼓はいい
ですね。大きな音で心配しましたが
皆さん熱心に聞き入っていました。

施設長

渡邊 善和

「地域で一緒に暮らしていくために」
以前、デイサービスをご利用されていた一人

り、トラブルになったりということが多くあり

暮らしの女性がいました。その方はとても気さ

ます。「財布が取られた」、と言われたのは、

くな方で、デイサービスでは誰とでも楽しく会

自分が忘れやすくなり、大切な財布が無くなら

話をし、家でも近所の方が度々来てはお茶のみ

ないようしっかりとしまい込んだことが原因だ

をされていました。ですが、次第に認知症にな

と思います。誰もが認知症になりたくないよう

り、あるとき近所の方が来ている時に「財布が

に、忘れっぽくなった自分も認めたくはないと

取られた」、と言われたそうです。後でご家族

いう思いが、
「財布が取られた」になったのでは

が押入れにしまい込んであるのを見つけてくだ

ないでしょうか。

さいましたが、それ以来、ご近所とのお茶のみ

長門ブロックでは、この10月より管理職と中

は無くなってしまいました。近所の方からすれ

堅職員を対象とした、認知症についての研修を

ば、自分が泥棒のように言われ、大変嫌な思い

行っています。この研修は、認知症に関する研

をされたのだと思いますし、認知症になった女

修の講師を養成するというもので、終了後は私

性と、どのように接していけば良いかわからな

たちが公民館などに出向き、皆さんの身近な地

かったのだと思います。

域でお話しさせていただく機会を作っていく計

認知症は、本人もなりたくてなったわけでは

画です。地域に向けて、認知症の方とどのよう

ないということは、多くの人が知っていること

に接していけば良いか、認知症

です。ですが、いざ認知症になった人と関わる

の方の行動の意味や思いを

と、それまでのお付き合いが途切れてしまった

伝えていければと思います。

納涼祭になにやら怪しい人たちが駆けつけて
くれました。どこかで見たことあるような?
デイ長久保の職員が楽しい踊りを披露してく
れました。

津金寺に萩の花を見に行ってきました。
白やピンクの萩がこぼれそうに咲いてい
て、とてもきれいでした。
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デイサ ービスセンター 和 田
ヘルパーステーションこすもす和田

あるご利用者をとおして学んだこと②
デイサービスを利用の男性（Ｓ氏）のお話し
の続きです。

施設長

山崎 勝彦

21年8月頃からは、デイサービスのご利用
が、Ｓ氏が日中を過ごす場として日常の習慣と
なり、馴染んでこられたようで、職員が迎えに
来るのを楽しみに待ってくださるようにもなり

頷いてくれました。

ました。利用開始から長く続いてきた、職員を

90歳を過ぎてから、デイサービスという新た

悩ませていた強い拒否は、時にはデイサービス

な社会生活の場を得たＳ氏が、デイサービスを

の施設内にいることも困難なほどの大騒ぎと

自分の個性を発表するステージのようにして、

なっていましたので、デイサービスでの時間を

発見と進歩を見せつけてくれる姿は、独創的な

受け入れてくださったＳ氏の変化はとても嬉し

アーチストのようで、いつしか職員もその予想

いものでした。

できない不思議さに惹きつけられていました。

Ｓ氏は一日を自分のペースで自由に過ごされ

Ｓ氏のデイサービス利用で始まった新たな生

ていましたが、ほとんどの時間は鉛筆を手にし

活が、このまま続いてくれたらと願っていまし

て、ただひたすら計算ドリルや漢字練習等を楽

たが、21年の12月頃からは、発熱等で体調を

しんでおられ、のめり込んで熱中するその姿

崩されることが多くなってきてしまいました。

は、まるで志望校を目指して受験勉強する学生

訪問診療・看護で診ていただきながら、体調

のようでした。

不良があってもデイサービスは休まずに利用し

利用当初からＳ氏と職員の間では、互いの言

静養されていましたが、在宅での生活を維持し

葉の聞き取りがうまくできずに、きちんとした

ていくことを目標として、ケアマネジャーとは

会話が成立できなかったため、職員とは筆談で

連絡を密に取り合いました。

のやりとりをしていました。けれどある時、ふ

体調の不良が心細くさせるのか、デイサービ

としたきっかけで、耳元で大きな声でゆっくり

スの利用時間が終わってご自宅にお連れする際

話してあげると、かなり伝わることがわかりま

に、帰りたくない、このままデイサービスにい

した。新たな「通信手段」が出現したことで、

たい、そんな思いを伝えてこられるようになり

職員と冗談を言い合って大笑いすることもでき

ました。

るようになり、ご機嫌なときには、Ｓ氏の方か

「帰してくれやぁ、連れてってくれやぁ」と

ら他のご利用者に笑顔で話しかけるようなシー

大きな声で訴えていた利用当初のＳ氏でした

ンさえも出てきました。

が、デイサービスが安心できる場になっていた

コミュニケーションが取れるようになりたい

ことを教えてくださるできごとです。

と、日々試行錯誤してきた職員にとって、笑顔

…次回「ともしび便り」に続く

でリアルタイムな会話ができるようになったこ
とは、涙がにじんでくるほどの感動でした。

日記

Ｓ氏は気が向くと、英語で自己紹介のような
挨拶文も書いてくれました。単語のスペルもき
ちんとしていて、90歳を過ぎているＳ氏の鉛筆
から書き出される英文には、誰が見ても新鮮な
驚きがありました。職員がそれを絶賛しながら
読みあげると「どうだ、すごいだろう、俺は英
語もできるんだぞ、英語だぞ」と言わんばかり
に、自慢そうな満面の笑みを浮かべて、何度も
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和田から

グループホーム

グループホームは認知症の方専用の入居施設

施設長

です。

児島

慎二

認知症介護をしていく中で、
「認知症介護では

と、やはり認知症の方はそんな雰囲気を敏感に

介護する側と介護される側は合わせ鏡のような

感じ取り、落ち着かれなくなったり帰宅願望を

ものだ」という言葉をよく耳にします。認知症

訴えられたりします。逆に介護者や周りの方々

の方々は病気の進行によって、だんだんと時間

がゆっくり楽しくお話しなどしているような時

や自分のいる場所などが分からなくなっていく

には、普段なかなか言葉も出すことができない

ことがありますが、心地良かったり不快だった

ような方でも、とても穏やかな表情になり、声

りといった感情は最後まで無くならずに残って

を出して笑って下さることまであります。そし

いると言われています。

て、そんな姿を見ることで私たち職員もたくさ

グループホーム和田での毎日の生活の中でも

んの元気をもらい、より笑顔で接することがで

「合わせ鏡」を感じる

きるようになります。

場面がたくさんありま

今回の「合わせ鏡」の話は認知症介護をして

す。例えば私たち介護

いる中でのほんの1例ですが、地域にはもっと

をする側の人間が、体

もっと大変なケースでお困りになっている皆さ

調が優れずに暗い表情

んがたくさんいらっしゃいます。グループホー

をしていたり、忙しい

ムとしても認知症の専門施設として、そんな

時間帯などでバタバタ

方々のお力に少しでもなれるよう、地域での活

動き回っていたりする

動を増やし、頑張りたいと思います。

和田中学校の職場体験学習
和田中学校の福祉教育の一環として、職場体験学習があ
ります。中学３年生の生徒さんがデイサービスに学習に
来ました。すぐに利用者の方々とも打ち解け、一緒に食
事や、レクリエーションを楽しみました。黒耀祭（和田
中文化祭）では、「将来は福祉の仕事を目指したい」と
いう生徒さんの発表もあり、とても良い交流でした。

秋祭り開催
毎年恒例の秋祭りが、９月４日に盛大に行われました。
例年より残暑が厳しく、屋外での催しでしたが、ボラン
ティアさんや地域の方々の御協力もあり大成功の秋祭り
でした。
千尋樹会様、長和手話サークル様、マカラ・プア様、和
田ハイビスカスの会様、御協力ありがとうございました。
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デイサービスセンター
ご利用者のＡさんは90歳近い女性ですが、息

長 久 保
管理者

今井 圭輔

子さんと二人で暮らしていらっしゃいます。一
家の主婦として、また母親としての思いがある

不安もありますが、外出する際には必ずガスの

のでしょう、これまで通りに食事の用意をしよ

元栓が閉まっているのを指差しで確認をされて

うと努力されていますが、最近のＡさんの様子

おり、忘れやすくなっているご自分の状況を理

を知る私たちから見ると、食事の用意はかなり

解されて努力もされています。
時には、ご近所の方から頼られて、ピンチ

負担が大きいのではないかと感じるようになっ

ヒッターで子守りをしてあげることもあるよう

てきています。

です。

Ａさんは不規則な仕事をして帰ってくる息子
さんの食事の心配をしておられるのでしょう

Ａさんに限ることではなく、高齢になると、

か、作ったおかずを机の上においたまま忘れて

身体の衰えが現れてくると共に、物忘れがひど

しまうことがあります。

くなるなどの、日常生活で不都合なことが増え
ていくものです。

Ａさんは、作ったおかずを冷蔵庫に入れてお
くとか、賞味期限の確認などを、どうしても忘

だからといって、忘れるからすべてできない

れてしまうので、デイサービスのお迎えに伺っ

と決めてしまうのではなく、その方にできるこ

た際には声をおかけし、それらの手助けをさせ

と、できないことの見極めをして、できなく

ていただいています。

なった部分のサポートを私たちが心がければ、
地域での生活を続けていくことができるのでは

Ａさんは時々、やかんをガスレンジにかけて

ないかと思います。

いるのを忘れてしまい、焦がしてしまうなどの

長和地域配食
サービス担当

骨が無い、魚の切り身

斎藤 嘉美
度使ったら止められない便利さがあります。

依田窪福祉会では、特養ホームともしびで、
特養ホームの食事と武石地域の配食用弁当を作

魚を開いて骨をすべて抜き、タンパク質をつ

り、デイサービスセンター和田で長和町内の４

なげる効果のある食用結着剤で形を戻して、骨

つのデイサービスの食事と長和地域の配食用弁

なし魚は製造されます。『骨なし魚』の手品の

当を作っています。

ネタは接着による成形というわけです。しかし
この加工工程が「パサパサしている」と言われ

各施設で調理に使用されている魚の切り身に

てしまう所以にもなっています。

は骨が入っていません。
骨が無い魚は生息していませんから、手作業

そんなパサパサ感をカバーし、自然なままの

ですべての骨を抜いた『骨なし魚』と呼ばれる

切り身とできるだけ同じ食感にするために、パ

製品が販売されており、それを使用しています。

ン粉や小麦粉等で衣をつけたり、あんかけやみ

最初は病院食として開発されたようですが、

ぞれおろし和えを添えたりと、調理に一手間を

その後、広く使用されるようになりました。利

かけています。手をかけて製造されている『骨

点は「骨の心配をして魚を食べなくても良い」

なし魚』が食べやすくて

その一言に尽きます。アジやサンマなどの小骨

おいしくなるように、

の多い魚でさえ、そのまま食べられるのです。

これからも工夫を

価格は通常の切り身と比較して割高ですが、一

続けてまいります。
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居宅介護支援事業

管理者

「ちょっと相談してみようかな」

柳沢 裕美

介護なんでも相談室に、80歳代の女性（Aさ

Ａさんは、以前に要介護認定も受けていまし

ん）とその息子さんが相談にいらっしゃいまし

たが、サービスを利用することなく暮らしてい

た。買い物の帰りに立ち寄ったということで、

ましたので、このお話をお聞きして、日中、地

お話をお聞きしました。

域の方々に関わることの出来るデイサービスの

Ａさんは、息子さんとの二人暮らし。息子さ

利用を勧めました。Ａさんにとっては、このデ

んの話によると、少し前までは、近所にＡさん

イサービスはもちろん初めてで、デイサービス

の友達が二人いて、三人で散歩や買い物、お茶

自体が不安な場所でしたので、まずは、近所に

のみなどしていましたが、一人は入院し、もう

住む娘さんと見学に行っていただきました。

一人は転居してしまったそうです。Ａさん自身

何度か通ううちに、Ａさんは、
「デイサービス

も膝痛、腰痛があり、家で寝ていることが多

のみんなが優しいから私はここが好きだ」と

く、掃除や料理もしなくなりました。息子さん

おっしゃって、介護保険サービスで利用するよ

が一番困っていることは、昼食を用意して仕事

うになりました。

に出かけ、帰ってくると昼食がそのままになっ

このように、介護者が困っていることや、ど

ていることで、仕事で不在になる日中が心配と
いうことでした。隣で聞いていたＡさんは「何

に相談してみてください。介護保険で利用でき

でも出来るから大丈夫」としきりにおっしゃっ

るサービスや、行政が行っているサービス等、

ていました。

お話ししたいと思います。

の こ
れは

介護ショップ

商品名

便利！

「ゴムなし靴下」

500〜700円
このコーナーで毎号
「介護なんでも相談室」
の
お勧め用品を紹介します！

ゴムなし靴下は、足首がゆったりなので、足が
むくんでも締め付けず快適に過ごせます。

ーステーション
ヘルパ
ヘルパー 北 沢 千津子

初めての訪問で「そのくらい自分で出来るからいいわよ」と、ヘルパーの受け入れが悪かった85歳
のBさんも、しばらく訪問してお互いにコミュニケーションが取れるようになると、
「待っていたか
ら」と嬉しい言葉を言ってくださいます。Bさんも少し前のことは忘れてしまいますが、昔のことは
よく覚えているので、楽しいことや悲しいことなどいろいろ経験してきた話をしてくださいます。そ
んなBさんの安心した表情や笑顔に心和みます。Bさんも住み慣れた家で毎日穏やかに暮らしたいと
思っていらっしゃるので、一日でも長く続けられる様、お手伝いさせて頂きたいと思います。
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職員募集
職員募集のお知らせ

平成23年度採用の介護職員、
看護職員を募集します。
職員旅行に行ってきました

ご希望の方、詳細等は下記までお問い合

今年の職員旅行は、飛騨高山や東京ディズニーリゾー
ト、西伊豆方面へと何班かに分けて行っています。法人

わせください。提出書類、面接日等、
追ってご連絡いたします。

の全事業所が対象ですが、今年からみまき福祉会とも一
部合同で行うので、普段でき

【お問い合わせ】社会福祉法人依田窪福祉会

ない交流も図れます。食べ

（法人本部：市川）

て、はしゃいで、歌って、飲

℡ 0268-85-2202

んで、リフレッシュと親睦の
旅行です。

ご寄附ありがとうございました。
氏
上田市

工

名
藤

俊

樹

社会福祉法人
●法人本部

様

依田窪福祉会 事業別連絡先一覧
☎85-2202

ともしびホットライン：090-4531-8523（苦情受付窓口）
［E-mail］tomosibi@janis.or.jp
［U R L］http://www.janis.or.jp/users/tomosibi/

●介護老人福祉施設 ともしび
●短期入所生活介護事業

●デイサービスセンター 長門
●こすもす長門

●デイサービスセンター 和田
●こすもす和田

☎41-2123
●デイサービスセンター 上本入（宅老所） ☎85-2115
●デイサービスセンター 大門
●居宅介護支援事業

●介護なんでも相談室

☎85-2218

☎85-2047

☎85-0098
●高齢者生活福祉センター
☎88-0077
●配食サービス事業 あやちゃん弁当 ☎85-0052
●こすもす武石

☎68-0226

●グループホーム和田

☎88-0077

●デイサービスセンター 橋場なごみや

☎88-0088

●デイサービスセンター 長久保（宅老所） ☎68-3374

●デイサービスセンター 鳥屋（宅老所） ☎85-0010

＊再生紙を使用しています。
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●一部

100円

