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法人本部常務理事・事務局長

村 岡   　裕

忘れてはならないこと

 今から70年近く前の昭和8年3月3日、今回同様、大津波が三陸地方を襲い、大船渡市では28
メートルを超える津波が観測されました。「昭和三陸沖地震」と命名されています。その地震か
ら4か月たった6月には、宮城県は津波被害の可能性のある地域には、建築物を設けることを原
則的に禁止しました。違反者には拘留や過料を科すなどの罰則も設けるなどの徹底ぶりだった
ようです。しかしこの条例は、戦後の復興期にいつの間にか忘れ去られたといわれています。
 「天災は忘れたころにやってくる」これは、明治生まれの地球物理学者である寺田寅彦が遺し
た言葉として、今でも広く知られています。民俗学では、30年以上の周期がある行事は存在し
ないと言われていますが、これは人間の認識が30年以上は続かないことを意味します。寺田
は、そんな人間の特性に、警鐘を鳴らそうとしたのでしょう。歴史的な大災害は、意図して語
り継ぐことが重要であることが示唆されます。

　平成14年、日本政府に設置された地震調査委員会は、塩尻市近郊の牛伏寺断層を含む、糸魚
川静岡構造線の断層帯で、マグニチュード8クラスの地震が発生するとの予測を公表し、その震
度分布の予測地図（ハザードマップ）が、平成14年11月1日付の信濃毎日新聞の一面トップを
飾りました。この地域では1000年周期で大規模地震が起こっていると推定されており、その時
期が近づいているとも言われています。大規模災害の危険性は、当地域も例外ではありません。
上田市では、平成21年度に実施した総合防災訓練の地震想定訓練を、「牛伏寺断層でマグニ
チュード8.0の地震が起こった」と想定して実施しています。

　今回の大震災に関して、当法人では、近隣の特養ホーム「ケアポートみまき」（東御市）、特
養ホーム「ベルポートまるこ」（上田市中丸子）と共同で、宮城県の介護施設に3月27日から職
員を1週間ごとに4名派遣し、支援活動を行っています。阪神淡路大震災の時には、震災後の独
居高齢者の孤独死が社会問題となりましたし、今回の震災では、亡くなった方の半数以上を65
才以上の高齢者の方々が占めています。近年地震などの大規模災害は、高齢者福祉問題と直結
することが指摘されています。現地ではそのことを実感させられました。

　依田窪福祉会の平成23年度の事業計画では、このような、いつ私たちの地元で起こってもお
かしくない大規模災害を想定し、今回の被災地域でのボランティア経験を生かし、デイサービ
スや特養ホームなどの介護施設が、地域の高齢者を中心とした方々の避難場所として機能する
ような備えを検討していくこととしました。今回の大規模災害は、そんな「忘れてはならない
こと」を、改めて思い出すきっかけとなりました。

塩尻市ホームページ
http://www.city.shiojiri.nagano.jp/kbn/170091/170091.html
信濃毎日新聞「その時信州は」
http://www.shinmai.co.jp/jisin/
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依田窪特別養護老人ホーム

施設長　萱津　公子

災害が、忘れる前にやってきた！

しろ、安全を確保しながら施設内に留まって、地
域の要介護高齢者の避難場所として機能すること
が、求められると思います。
　先日、かろうじて津波の被害を免れた、宮城県
東松島市の高齢者福祉施設に行ってきましたが、
電気・ガス・水道等のライフライン復旧が不十分
な中で、被災した小さな宅老所やグループホーム
の利用者を、多数受け入れていました。
　被災後、数日で食糧等の救援物資が届き始めた
そうですが、職員は、自分の家や家族、親戚等の
安否も確認できないまま、施設から離れられず
に、24時間の介護に明け暮れていました。これか
らは、人の派遣が必要になります。

　特養ホームともしびでも、地域の要介護高齢者
受け入れのために、毛布や3日程の食糧の備蓄、
発電機を動かすための軽油も多少備蓄してありま
すが、ライフラインの復旧に時間がかかれば、十
分とはいえません。また、職員が交代できる体制
も考えなければなりません。一人ひとりが自分事
と捉え、職場においても家
庭においても、何を準備
し、どう動くかを確認
しておく必要を痛感し
ました。

　3月11日に発生した東日本大震災は、津波の強
大な破壊力と、原発が被災した場合の怖さをまざ
まざと見せつけられました。被災された皆様に
は、心からお見舞い申し上げます。被災された地
域の方々だけでなく、これから日本全体でどうし
て行くのか考え、私たち一人ひとりが協力し、で
きることを行って復興に向けて歩んで行かなけれ
ばなりません。
　阪神淡路大震災と新潟中越地震でも、多大な被
害に遭いながら、奇跡的な復興を遂げてきた日本
社会。それぞれの地域ではその教訓を生かして、
今回の被災者受け入れや、支援が迅速かつ的確に
なされている様子がニュースで流れていました。
被災しなかった地域の私たちも、同じようにでき
るでしょうか。
　「自分の所は大丈夫…。」という気持ちがどこ
かに潜んでいた気がします。

　海のない長野県は、東日本大震災のような津波
被害はないとしても、直下型地震による住宅等の
倒壊や、土砂崩れによる被害は常に想定しておか
なければなりません。阪神淡路大震災と新潟中越
地震、そして今回の東日本大震災に共通して言え
ることは、鉄筋コンクリートでできている病院や
福祉施設は、津波や土砂崩れ、土石流に襲われな
い限り、たとえ施設内の備品が飛んだり倒れて
も、持ち堪えられることを再認識しました。実際
に、要介護4、5の自力で動けない高齢者がほとん
どの特別養護老人ホームでは、職員がどんなに頑
張っても、外への迅速な避難は困難でしょう。む

辞令交付式を行いました。
　今年度は5名の新人職員を迎えました。4月1
日の辞令交付式では、理事長から一人ひとりに
辞令が手渡され、緊張した面持ちの新人職員
は、思いを新たにしていたことでしょう。
　5名とも特養ホームともしびの配属となりま
した。よろしくお願いします。
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日本財団助成事業完了のお知らせ

阿部知事来訪！

誰でしょう？

中央競馬馬主社会福祉財団助成事業
　　　　　　　　　　完了のお知らせ
 公益財団法人中央競馬馬主福祉財団より、平成22
年度助成金の交付を受け「特殊浴槽及び電動スト
レッチャーの整備」事業を完了致しました。利用
者の重度化に伴い、安全かつ安心して入浴してい
ただくため、また職員の介護負担軽減を図るため
に同浴槽を導入しました。

　毎年、職員が鬼に扮して特養ホームともしび内
をまわるのですが、今年、鬼の役を買って出たうち
の一人はなんと施設長でした。それを知って
か知らぬか、利用者は「鬼は～外！福は～
内！」と迫真の演技を見せる鬼に豆を思
い切りぶつけ、一年の無病息災を願
いました。

 3月初め、阿部守一長野県知事が、武
石地区での講演後に特養ホームともし
びに立ち寄ってくださいました。突然
の知事の来訪に、皆さん喜んだり驚い
たり。利用者から「頑張ってください
ね」と声を掛けられ、笑顔で応えてく
ださいました。

 また、日本財団より、平成22年度助成金の交付を受
け「ヘルパー車の整備」事業を完了致しました。車
両の老朽化と利便性の向上を図るため、本助成によ
り入れ替えを行いました。
　事業完了の報告とともに公益財団法人中央競馬馬
主福祉財団、日本財団をはじめ、ご協力を賜りまし
た関係者の皆さんに謹んで感謝の意を表します。
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宅老所 かみほんいりだより宅老所 かみほんいりだより宅老所 かみほんいりだより宅老所 かみほんいりだより

　デイサービスセンター上本入では、年2回「防

災避難訓練」を実施しています。偶然にも2回目

の防災訓練を、３月11日の午後2時10分頃より

行い、利用者さんと共に「地震や火災にあった

ら、いかに自分の身を守るか。どうやったら安

全に屋外へ出られるか…」と、避難訓練の反省

会をしている時、あの東日本大震災の揺れを感

じました。幸いにも、この上本入の地では、少

しの揺れを感じ

た程度で、席を

立ち上がること

も、パニックに

なることもあり

ませんでした。

　今回の東日本大震災、被災者はいまだ渦中にあ

り、謹んでお見舞いを申し上げます。そして今回

の大震災は、私たちに、いつも災害時の心構えを

持つように、と教えてくれたと思います。

　デイサービスセンター鳥屋では、「まず安全な

場所へ避難すること」を行います。上田市では、

災害時に①初期避難（隣組程度が避難できる空き

地や駐車場）、②一次避難（公民館や集会所）を

決めています。これは、火災には有効です。しか

し、地震となると広範囲に被害が及ぶことが考え

られます。デイサービスセンター鳥屋は一般住宅

の建物なので、できるだけ近くの鉄筋の建物へ避

難します。「特養ホームともしび」まで避難でき

るのが最適です。そして送迎車のガソリンはこま

めに補充しておく必要があります。

　次に、「情報を得て発信できる」ことが重要です。

今、誰がどこにいるか、健在か、これからどうす

るか。ご利用者の家族や一人暮らしの方の連絡先

にいち早く連絡をとらなくてはなりません。今回

の震災でも、電話や携帯電話がつながりにくいな

か、メールが比較的有効だったので、アドレスを

知らせておいていただくのも良いと考えます。デ

イサービスのご利用時間以外に災害が起こったと

きにも、ご利用者の皆様と連絡をとりたいと思い

ます。そして、現在のデイサービスセンター鳥屋

の場所から一時的に変更になっても、ご飯とみそ

汁しかご用意できなくても、必要なサービスを継

続していきたいと思います。

　もう一度、＜連絡先＞を確認し合いましょう。

管理者　甲田　伸子

管理者　柳澤　洋子宅老所かみほんいりだより

災害を自分のこととして考える

　しかし、テレビを

つけ、現地の津波の

状況を目にした時、

あれよあれよと車も

家も流されていく凄

まじさに、利用者さ

んと共に唖然とする

ばかりでした。

　翌日には、身近な長野県北部にも大地震があ

り、とても他人事とは思えません。いざという

時の心構え、行動の大切さを感じます。

常日頃から、避難経路の再確認、誘導の手順を

職員会議の中で図って行きたいと思います。

（4月から人事異動により
　　　管理者が変わりました。）

みんなで楽しくお茶会

配
膳
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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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　保 科  美 里

施設長　渡 邉  善 和

新年会を開きました。職員一同で楽しい踊りを披露
しました。笑う門には福来る？です。

　3月11日の大震災は、デイサービスセ

ンターの営業時間内に起こりました。

「壁の時計が危ない」と叫んでみたもの

の、揺れている間は風船バレーを楽しん

でいる利用者の元に駆けつけることはで

きませんでした。今まで「私たちの地域

は安全」と勝手に思い込んでいたからか

もしれません。「これで揺れは収まるだ

ろう」「何も落ちてこないだろう」「大

したことはないだろう」しかし、今回の

大震災で日本は想像以上の大被害を受け

てしまいました。私たちも油断をしてい

てはいけないこと、この地域にも大災害

が起こるかもしれないということ、常に

災害に対しては備えをしておくことが必

要だと実感しました。

　もし、デイサービスの営業時間に災害

が起きたら…先ず、身の安全をどう守る

か、無事に家に送り届けることができる

か、連絡はどうするか、もしかしたらこ

こにそのまま避難するかもしれない等…

いざという時のために、きちんと決めて

おかねばなりません。災害が起こった

ら、何をどうしたら良いかパニックに

なってしまうかもしれないからです。

　東北のある町では、年に1回、町民全

員で津波を想定した避難訓練を行ってい

たそうです。毎年毎年避難時間を短くす

るために、階段を設置したり、道路を直

したりと工夫を重ねていたのです。その

ためほぼ全員が無事に避難できたそうです。

やはり備えや訓練は重要です。

　デイサービスセンター長門では、毎年

2回防災訓練を行っています。「火災」を

想定しての訓練を中心に行ってきました

が、今後は「震災」中心の訓練を行おう

と考えています。特に逃げるというより

は、身の安全の確保に力を入れます。ま

た、食糧・水も備蓄しておきます。

　災害は突然に起きます。その時のため

にデイサービスと

してできることを

備えていたいと思

います。

　東日本大震災では、津波被害により多くの方

が犠牲になりました。今回被害に遭われた地域

はいずれも防災意識が高く、日ごろから防災教

育も徹底されていたと聞いています。犠牲者の

中には、日ごろの訓練のとおりに行動したにも

かかわらず、避難場所までもが水没し、亡くな

られた方もいるとのことです。

　ある小学校では、日ごろの訓練では校舎3階に

避難することになっていましたが、これまでに

感じたことのない地震の大きさに、教師の判断

で裏山に避難することにしたそうです。結果、

校舎は3階まで津波に飲み込まれましたが、犠牲

者を出すことなく難を逃れることができました。

　今回の災害で犠牲が多く出てしまったのに

は、災害がこれまでの想定を大きく上回るもの

であったためだと思います。私たちの住む地域

でも、近い場所に大きな断層があり、いつ大き

な地震に見舞われるか分かりません。また、過

去には伊勢湾台風による災害や、最近でも数年

前には大雨による災害が発生しています。デイ

サービスセンター大門でも年に2回は火災や地震

を想定した避難訓練を行っていますが、それ以

外でも日ごろから職員同士で災害発生時の対応

について話し合っておくことが必要と感じまし

た。デイサービス大門では、災害後の話し合い

で、食料品だけでなく、利用者の防災頭巾や暖

房器具の備えをしておくことになりました。

　また、今回の津波の被害では、地域住民同士

の避難呼びかけにより、助かった命が数多くあ

ると聞きました。そして、避難後も生活を支え

あっているのはやはり地域住民同士の繋がりです。

地域での施設の役割や連携についても、地域の

方と情報交換をしながら考えていきたいと思い

ます。

　東日本大震災という未曾有の災害を目の当た

りにし、命を守ることの難しさを知り、また同

時に、日ごろから防災意識を持っておくことの

大切さを知りました。

「災害は突然に…」
「震災から学ぶこと」

今年も「鬼」がやってきました。本気で豆をぶつけて
「鬼は外～」

春風に乗って「シルバーバンド楽園」の皆さん
が、素敵な音楽と歌声を届けてくれました。
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春風に乗って「シルバーバンド楽園」の皆さん
が、素敵な音楽と歌声を届けてくれました。
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グループホーム和田からグループホーム和田からグループホーム和田からグループホーム和田からグループホーム和田から
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

施設長　児島　慎二施設長

山 崎  勝 彦

災害時にもプロとしてありたい

　3月11日に東北地方を襲った大地震は大き

な傷跡を残し、今も被災された方々は避難

所での生活や、不自由な生活を強いられて

いられます。被災された方、犠牲になられ

た方々に心からお見舞いとお悔やみを申し

上げます。

　災害は突然に襲ってきます。私たちが住

んでいる場所で発生した時にどうしたら良

いのか、常に想定して備えていなければな

らないと改めて痛感しています。

　災害が起きたときに私たちの職場ではど

う対応すべきかを考えてみました。

　デイサービスの施設は緊急時の避難場所

となりますが、普段から行政との連携を取

り、災害時に求められる役割の確認をしな

がら、そのための備えとして、食料品や日

用品等の備蓄も必要だと思っています。ま

た、その際に対応できるスタッフの確保が

命題となります。デイサービスのご利用者

やほほえみの入居者の支援、そして地域の

方々の支援等、介護に携わる私たちだから

こそできることが多くありますが、自らも

被災した中でどこまでできるかは、正直そ

の場になってみないとわかりません。

　今回の災害でも、プロ意識を持って、そ

れぞれの現場で困難と立ち向かう多くの方

の姿が報道されていますが、応援すべき私

たちがその姿にかえって勇気をもらってい

るようです。非常時こそ、プロとして自分

のすべき事をやり遂げられる人間でありた

いと思います。　　

　完璧な防災マニュアルや立派な設備さえ

も嘲笑うかのような想定外の大災害では、

人間の「生きようとするエネルギー」と、

地域で「支え合える力」だけが頼りです。

　阪神淡路大震災の被災者の方々が「被災

した自分たちだからこそわかる救援物資を

送る」と言っていました。私たちもまた、

この大災害から多くのこ

とを学んで、明日に備え

て活かせるように努力し

なくてはいけないと教

えられました。

　3月の中旬のことですが、グループホーム
和田で地域や役場の方、消防署員も交えた運
営推進会議を行いました。これは、グループ
ホームでのサービスが地域に開かれたものに
なることを目的とした会議ですが、東日本で
の震災の直後ということもあり、内容も災害
時の対応についてのものが自然と多くなりま
した。その中で消防署の職員から、「有事の際
は地域、ご近所の方と協力することが一番重
要」というお話がありました。
　この会議の中でグループホームってどのよ
うな施設なのか？何人の方が暮らしているの
か？などという質問もたくさん頂き、地域の
皆さんになかなかお伝えできていなかった事
を実感しました。まずは私達の施設のことを
知っていただくということが有事の際の備え
としてだけではなく、「安心」というものへの
第一歩になるのではないかと思います。
　今まで私たちは、「グループホームへお越し
下さい」「いつでも連絡を下さい」と、ただた

日記

子供たちとの交流会
　1月19日、和田小学校緑化ボランティアの皆さん
が来訪しました。空き缶を集めたお金で買ったか
わいい花のプレゼントをいただき、ご利用者と一
緒にペットボトルボーリング等をして楽しい一時
を過ごしました。ご利用者も「かわいいね、孫と
遊んでいるみたい」と笑顔が絶えませんでした。

　毎年恒例の寿司イベントを行いました。は
まちの解体ショーと目の前で握った生寿司を
いただきました。このイベントは毎年好評で
楽しみにしている方もたくさんいらっしゃい
ます。普段小食な方もこの日ばかりはたくさ
ん召し上がりました。

毎年楽しみにしている
　　　　　　　　寿司イベント！

だ待っていたように思います。これでは、余
程の興味や関心のある方でない限り、なかな
か関わることはできません。23年度は施設の
側から、地域へ関わっていこうと考えてお
り、長和町地域包括センター、長和町社会福祉
協議会と連携し、地域の「いきいきサロン」
への参加も計画しています。その場で認知症
の寸劇などを通し、認知症のことやグループ
ホームのことを少しでも知っていただけるよ
うな活動をしていきたいと考えています。

「安心へ向けての第一歩」
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長 久 保デイサービスセンター

管理者　今 井  圭 輔

長和地域
配食サービス担当

斎藤　嘉美

　大きな被害が発生した東日本大震災の翌日
に、私たちの施設では防災訓練を実施しまし
た。テレビの映像で、地震や津波の恐ろしさを
まざまざと感じていましたから、今までにない
緊張感の中で訓練を行いました。その際に担当
の防災会社の方からは貴重なお話を聞くことが
できました。
　火災で亡くなる方は、煙で意識が薄れ動けな
くなり亡くなってしまう事が多いそうです。濡
れタオルを口に当て、姿勢をできるだけ低くし
て避難する事が大切だと知りました。火災で発
生した有毒ガスは、中腰の高さにあり、部屋の
隅や角、床上20cm位には空気が残っているそう
です。避難の際は、腰より低い姿勢を保ち、壁
に沿って逃げることが有効だということです。そ
して、火災発生を極力防ぐためには、電気のブ
レーカーを切り、ガスや灯油などの元栓を閉め

ることも重要とのことでした。　　　
　災害という非常時では、日頃の防災訓練の経
験と科学的な知識を持っていることで、身を
守って逃げるにも、大きな違いが生じることを
実感できました。
　いざという時にはパニックになってしまうか
もしれませんが、そうならないためにも、防災
意識を高めて、有事の時に実際に動けるように
していきたいと思います。
また今回の災害か
ら、水や物品など非
常時の備えの必要性
も感じました。施設
として速やかに検討
していきます。

　あやちゃん弁当を依田窪福祉会の厨房で調理

して、配食するようになって10年が過ぎまし

た。年中無休でご利用者のお手許にお届けして

きましたが、小さな声で、少し遠慮がちに、け

れども自慢したいことがあります。

　「どんな時にでも、配食をしてきた」です。

　台風に見舞われても、大雨で道が崩れても、

視界が奪われるような吹雪でも、配食車がトラ

ブルで走行不能になっても、大規模な突然の断

水で厨房が使えなくても、とにかくどんな事態

が発生しても、それを乗り越えて、ずっと年中

無休の配食を守ってきました。

　配達担当の方はもちろん、依田窪福祉会の職

員すべてが、「待っていてくださるご利用者

に、弁当を必ず届ける」という思いで協力して

くれた結果だと思っています。トラブル発生時

にはいつでも、上司や同僚が、担当である私に

迷いなく聞いてくれました。「何をすればい

い？　指示を出してくれ！」

　実は、もう一つ、控えめに言わせていただく

と、味や品質についても自慢があります。調理

員さんたちが、自分の仕事にプライドを持って

調理してくださっていること、それが「あや

ちゃん弁当」のもうひ

とつの大切な自慢なの

です。

どんな時にも

「学んで、活かす」

※4月から武石地域の担当が小井土千絵（特養ホームともしび栄養士と兼務）に変わりました。

花壇作り
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居宅介護支援事業

ヘルパーステーション

サービス提供責任者　高木　和子

管理者

柳 沢  裕 美「震災の心構え」

介護ショップ これは
便利！

これは
便利！

これは
便利！

の

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！

　東日本大震災が起きた時、横揺れが長く続い

たので今まであった地震とは違っていたような

気がしました。この時は、事務所の書庫も上の

荷物も落下せずに本当に良かったと思いました

が、このような震災が身近で起きた場合、ケア

マネジャーとしては担当利用者の安否のことが

頭をよぎります。なかでも、老老世帯、認知症

の一人暮らしやベッドで寝たきりの方が、特に

心配になります。

　震災後に私の担当しているAさん宅に訪問しま

した。Aさんは脳梗塞による右半身麻痺で、週3

日ずつデイサービスと訪問介護を利用していま

す。息子夫婦は仕事のため日中は一人で過ごし

ているので、地震の時はベッドに横になってい

てひたすら揺れが収まるのを待っていたそうで

す。Aさんは電動ベッドで上体を上げないと起き

上がれないので、急いで外に飛び出して避難する

こともできません。Aさんが困った時は、自分の

首に掛けている携帯電話で連絡を取ります。そ

れを掛けていつも生活をしています。ケアマネ

ジャーもAさんとの連絡は、その携帯電話が頼り

です。しかし、今回の震災でわかったことは、

通信網が込み合って電話等で連絡がなかなかで

きなかったことです。事務所から近い場所であ

れば、歩いてでも安否確認に行くことができま

すが、遠方の場合や、道路が寸断された場合は

どうしたらよいか。今後のケアマネジャーの検

討課題といえます。また、ご家族とも震災時の

対応を相談していかなければならないと思って

います。

　今回の地震でＡさんは寝ていてわからなかったとおっしゃり、またＢさんはすごく揺れて怖かっ

たと、訪問時にお聞きしました。特に独居の方は不安だったようです。私たちヘルパーは、家の中

で棚や家具の上から物が落ちてこないかと目配りし、「大丈夫ですか」と声掛けをしています。ヘル

パーは調理をしてガスを使ったり、ストーブも使用するので、訪問時に地震が起きたら、まずは火

を止めることを念頭に置いています。

 商品名

パンジーステップUD402
（黒）22ｃｍ【女性用】3,100円

　靴内部（つま先、中央、かかと
部分)に凹凸があり、土踏まずを
支え外反母趾を防ぎ、衝撃を吸
収する等の効用があります。サ
イズは22cmで1足のみの在庫
です。足のサイズが小さい方に
おすすめです。
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●デイサービスセンター 大門 ☎41-2123

●デイサービスセンター 上本入（宅老所） ☎85-2115

●居宅介護支援事業
●介護なんでも相談室 ☎85-2047

●こすもす武石 ☎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

●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 

☎88-0088
  

●デイサービスセンター 長久保（宅老所） ☎68-3374

社会福祉法人　依田窪福祉会　事業別連絡先一覧

●介護老人福祉施設 ともしび
●短期入所生活介護事業 

☎85-2218

●デイサービスセンター 長門
●こすもす長門 ☎68-0226

●デイサービスセンター 和田
●こすもす和田 

☎88-0077

●デイサービスセンター 鳥屋（宅老所） ☎85-0010

●法人本部 ☎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.yodakubofukushikai.jp/

＊再生紙を使用しています。 ●一部 100円

平成22年度
理事会・評議員会報告

○理事長専決事項の報告について（理事会のみ）
○社会福祉法人依田窪福祉会就業規則の一部変更について
○社会福祉法人依田窪福祉会給与規程の一部変更について
○デイサービスセンター大門運営規程の一部変更について
○平成22年度社会福祉法人依田窪福祉会一般会計第3次補
正予算書について
○平成23年度社会福祉法人依田窪福祉会事業計画書及び資
金収支予算書について
○社会福祉法人依田窪福祉会評議員の補欠選任について
○管理者の選任について

平成23年3月29日開催

報告及び議案

氏　　名

長和町
大久保　弘子　様

ご寄附
ありがとう
ございました。

　社会福祉法人依田窪福祉会のホームページが新しくなりました。
URLも変更になりましたので、登録等していただいている場合は、
お手数ですが変更をお願いします。

ホームページ
リニューアルのお知らせ

ホームページ
リニューアルのお知らせ

ホームページ
リニューアルのお知らせ

新URL⇒ http://www.yodakubofukushikai.jp/

依田窪福祉会では、「育児・介護のための短時間正規職員制度の導入」「年次有給休暇の取得率75％」
「学校行事等に参加できるよう職場環境を整備する」の3点を宣言し、仕事と子育ての両立ができる
ような働きやすい職場環境づくりの取り組みのため、「社員の子育て応援宣言！」に登録しました。

「社員の子育て応援宣言！」「社員の子育て応援宣言！」


