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法人本部常務理事・事務局長

村 岡   　裕

顔の見える「つながり」の備え

　3月27日から開始した、依田窪福祉会・みまき福祉会（東御市）・大樹会（上田市丸子）によ

る合同の被災地への職員派遣（宮城県東松島市）は、7月2日をもって終了しました。この職員

派遣による支援活動は98日間に及び、3法人で延べ50名ほどの職員が現地の支援に出向いたこ

とになります。

　この活動は、一週間ごとに新たな職員を交代で派遣するという形をとったため、いつも週は

じめは、こちらの職員が支援先の状況を理解することから始まりました。業務を段取りよく行

えるようになるには2～3日かかり、さらに先方の職員と冗談を言い合えるくらいになるには、

帰るころになってようやくであることがわかりました。そこで、私たちは、一度派遣された職

員を、2度3度と断続的に派遣することにしたのです。

　このことから、施設などへの支援活動は、日頃から双方の職員どうしが、何らかの機会を通

じ顔見知りになっておくとともに、相手の施設の構造をある程度知っていることで、いざとい

うときに、はじめて有効に機能することを学びました。双方が紙面上の協定を取り交わしただ

けでは不十分であるといえます。

　また、被災地への速やかな支援を行うためには、「どこの誰に」という主語が必要だというこ

ともわかりました。それは、我々が明日の災害に備え、顔の見えるネットワークを日頃から主

体的に築いておくことを意味します。消防や自衛隊などが行う一刻を争う救援活動と違い、そ

の後に行われる生活再建に向けての組織的な支援活動は、「今すぐ」に間に合わないことは、あ

る面では仕方のないことであり、それを不満としても仕方ありません。私たち自らが、常時か

ら個々の助け合いのつながりを作っておくことが不可欠であることがわかりました。

　今回の支援を契機に、3法人では来たるべき災害時に備え、職員間の交流をさらに緊密なもの

にしようと申し合わせました。また、それとは別に、当法人では、現在千葉県と大阪府の法人

と実施している事業を通じた交流を、災害時の相互支援を視野に入れ、発展させることにして

います。「近くの3法人」と「遠くの3法人」のつながりを、今後に生かすつもりです。

　これは、私たちの日常生活にも言えることです。震災を想定した日ごろの備えとは、食料や

水などのモノの備えだけでなく、「大丈夫？」と声をかけてくれる顔の見えるつながりの備えも

あわせて考えておくことだといえます。
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平成22年度決算報告
《社会福祉法人依田窪福祉会》

流動資産 

固定資産

　基本財産

　その他の固定資産

　   資産の部合計

貸借対照表の要旨
（平成23年3月31日現在）

230,296

595,150

514,433

80,717

825,446

流動負債 

固定負債

負債の部合計

　事業活動収入
　事業活動支出
事業活動収支差額
　事業活動外収入
　事業活動外支出
事業活動外収支差額
経常収支差額
　特別収入
　特別支出
特別収支差額
当期活動収支差額
　前期繰越活動収支差額
当期末繰越活動収支差額
　積立金取崩額
次期繰越活動収支差額

66,702
63,527
3,175
132
6,252
-6,120
-2,945

0
0
0

-2,945
5,271
2,326
0

2,326

585,089
587,815
-2,726
61,208
51,747
9,461
6,735
6,320
10,285
-3,965
2,770

236,938
239,708

0
239,708

655,884
655,425
459

61,340
57,999
3,341
3,800
6,320
10,285
-3,965
-165

242,223
242,058

0
242,058

37,516

 62,442

99,958

基本金

国庫補助金等積立金

その他の積立金

次期繰越活動収支差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

1,000

484,779

0

239,709

725,488

825,446

（単位：千円） （単位：千円）

純資産の部

事業活動収支計算書の要旨
（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

負債の部資産の部 合　計 社会福祉事業 公益事業
4,093
4,083
10
0
0
0
0
0
0
0
10
14
24
0
24

収益事業

※貸借対照表は社会福祉事業にかかる報告のみ

デンマーク海外研修報告
デイサービスセンター長久保

今井　圭輔
「デンマーク研修から見えた
　　　　　　日本の高齢者福祉」

　デンマーク研修に参加させていただきました。
　デンマークでは福祉サービスの利用料に個人の負担はあ
りません。
　高齢者福祉に携わる職員は7時間勤務の3交代制で、日勤
は7時から15時です。施設の看護師もその時間の勤務にな
ります。もし、その時間以外に何かあった場合は、町を巡
回している訪問看護師に電話をするようになっているよう
です。福祉に従事している職員は市町村の職員ということ
なので、連携が密に取れているということでした。
　デンマークでは「できるかぎり在宅での生活」を目指し
ているので、訪問介護や訪問看護の利用が多くあります。
私は19時からの訪問介護に同行させていただきましたが、
見学したヘルパーステーションには、その時間に約20人の
ヘルパーが勤務していました。同行させていただいたヘル

パーは、23時までの4時間に、一人で14件の訪問をしてい
ました。
　利用者の希望に合わせて、サービス提供時間も内容も
様々で、ヘルパーの業務が服薬の確認だけ、衣類一枚の着
脱だけ、という短時間のものもあり驚きさえ感じました。
　また、「自立した生活」を学んで育つというお国柄そのま
まに、デンマーク人は高齢になっても介護のための家族と
の同居を望まず、当然の事として自立した暮らしをしてお
り、その生活に必要な移動用リフトなどの福祉機器も無料
提供されているそうです。
　利用者の希望に沿った細やかなサービスが無料で提供さ
れている現状を見て私は、利用者にとって理想に近い福祉
がデンマークにあるのを垣間見ることができた思いです。
　しかし、充実した社会福祉は、個人収入の50％近い所得
税に裏づけされており、消費税率も25％ということでし
た。高額な税金の納付を国民が受け入れることで成立する
福祉だったのです。
　介護福祉の仕事に就いて12年目の私にとって、今回のデ
ンマーク研修は、デンマークと日本の「福祉に対する基本
的な考え方の違い」「制度の違い」「国民性の違い」等を比
較して学べる得がたい研修となりました。デンマークと日
本を比較することができたことにより、日本の介護保険制
度が日本的な視点で導入され実施されていたのだと改めて
実感しました。私にとって日本の福祉の現状を見つめ直す
きっかけにもなった気がします。
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依田窪特別養護老人ホーム

施設長　萱津　公子

転ばぬ先の杖は、まず情報

にも「高齢者支援係」（多少の名称の違いはあ

ります）があり、相談にのってくれます。ま

た、私たち介護事業者も、問い合わせを必要な

機関につなげます。

　さて、昨年度から上田市武石地域では、上記

の機関が協働して、公民館単位で地域を訪問し

ました。認知症や介護についての懇談会を開

き、介護相談の連絡先のチラシも配りました。

今年度も、若い世代を対象に、判りやすい講座

を行いながら、地域の皆さんのところに参りま

す。いつどこで「想定外」が起こるかわかりま

せん。これから介護をされる年代の方々には、

私たちが発信している情報に、関心を持ってい

ただけたら幸いです。人間だけが行う介護を

『安心』して始められるように、どうぞ必要な

情報を「転ばぬ先の杖」としてください。

　「誰かが傍にいる。」「あげた声に応えてくれ

る。」「情報を（物や人も）届けてくれる。」…こ

れが、地域で安心して暮らす基本であること

を、今回の大震災の被災地支援で学ばせていた

だきました。

　私たちが地域で暮らしていく上で、「安心な生

活」を送るためには、何が必要でしょうか？　

　その答えは、年齢、置かれている立場、家族

構成、抱えている問題等で人それぞれでしょう

が、ここでは「人が人を介護すること」に限定

して考えてみたいと思います。

　先日、シルバー新報という福祉業界の新聞に、

「日本を代表する電機メーカーでも、近年、介

護休暇をとる人の多くが中高年の男性という。」

「今や介護は男性も離職につながる危険があ

る。」という記事が出ていました。

　かつては、「介護は、女の仕事だから…」と言

われていた時代がありました。お嫁さんが仕事

と介護の両立に悩み、仕事をあきらめる場合が

多かったのですが、少子・高齢化、平均寿命の

延びにより、男性にも介護の負担が、重くのし

かかってきたということなのでしょう。少し前

からは、「遠距離介護」という言葉も注目される

ようになりました。また、独身の子供が、親と

同居して介護をするという形も多くなってきて

います。「介護」とは、人が人の命を慈しみ、

人生の最期の瞬間までその方の尊厳を守ろうと

する行為であり、他の動物にはない、人間だけ

が行うものだと言われています。

　しかし、私たちは、介護が現実のものとなっ

て初めて慌てます。どこに相談したら良いの

か、どんなサービスがあるのか、どうしたら仕

事と介護の両立ができるのか等々…です。頭の

中では、介護という現実がいつか来るとは思っ

ていても、「自分は大丈夫」という根拠のない安

心が、心のどこかにあるからなのでしょう。尊い

行為の介護ですが、「想定外」にやってきたら…。

　最初の支えとなるものが、介護についての情

報です。たとえば、高齢者の場合、どの地域に

も「地域包括支援センター」という機関が、介

護相談の入口として存在します。市町村の窓口
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「万が一に備えています」

認知症サポーター養成講座

「節電意識を高めます」

「かわいらしい訪問者」

　6月下旬、武石小学校の4年生が、利用者との交
流のために遊びに来てくれました。小学生のリ
コーダー演奏や皿まわし（！）を見たあと、一緒
に風船バレーで体を動かすと、小学生よりも大
きな声で「それーっ」と掛け声を掛ける利用者
もいらっしゃり、楽しいひと時を過ごすことが
できました。これからも出掛けてくださいね。

　昨年度、武石地域の各公民館で実施した認知症講座です
が、今年度は装いも新たに「認知症サポーター養成講座」
として、認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家
族を温かく見守る応援者を養成することを目的に、民生児
童委員や小学校のPTAの皆さんなどに向けて、年4、5回
ほど行います。パワーアップした寸劇にもご期待下さい。

　5月、介護職員を中心に、AEDによる心肺蘇生を主と
した講習会を行いました。普段から月2回の訓練を行っ
ていますが、今回は依田窪南部消防署員の指導による、
「普通救命講習Ⅱ」を実施し、受講者には修了証が交付
されました。この講習会は年1回行い、利用者の万が一
の場合に冷静に対応できるよう日頃より備えています。

　節電への意識が高まっていますが、特養ホームともしび
では、利用者の身体等に直接関わらないところでの節電を
目的に、信州省エネパトロール隊による省エネルギー診断
を受けました。蛍光管を省エネタイプに換えることや、暗
くならない程度の本数削減の他、電化製品の待機電源を
切ることなどで電力消費量が10％近くも減らせるとのこ
と。今回の診断結果を活かし節電へつなげていきます。
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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鳥屋の居間はとても日当た
りがよく、風通しがいいです。冬には暖かな日差し
がたっぷり差し込みます。では、夏はどうでしょう
か。
　夏は、風は入るのですが、日中の日差しを遮るも
のがありません。そこで、今年は“緑のカーテン”
をかけることにしました。
　昨年は猛暑で、畑の作物づくりがうまくできませ
んでした。今年は「目の届くところにプランターを
置きましょう。」ということになり“ゴーヤ”の登
場です。５月、ゴーヤの苗を捜しましたがどこも売
り切れです。今年は人気の様子。そこで、時期が遅
めでしたが種を蒔きました。説明書きには発芽まで
10日とありましたが、種を深く蒔いてしまったの
か、2週間ほどしてようやく芽がでました。6月、

気候も暑くなってきて、芽は、ぐんぐん伸びていき
そうな気配です。デイサービスをご利用の皆さん
も、大きく育つのを楽しみにしています。
　“緑のカーテン”で、暑い夏を少しでも気持ちよ
く過ごしていただけたらうれしいです。　

管理者　甲田　伸子

管理者　柳澤　洋子

節電の夏、「緑のカーテン」づくり

地域で見守りを

　今年度、上田市役所健康福祉課・武石地域包

括支援センター・依田窪福祉会が協働して開催

している認知症サポーター養成講座は、認知症

を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見

守る応援者として、日常の生活の中で支援をし

て頂くサポーターの養成として行っている研修

会です。

　認知症は、85歳以上の方々の4人に1人が発

症するといわれる、ごくありふれた病気です。

　認知症の人でも、まわりのちょっとした手助

けさえあれば、在宅での生活が十分可能な方が

大勢います。住み慣れた地域で、安心して暮ら

せる、これが一番大切なことだと思います。

ただ他からの偏見により、他人には言えず、困

難を抱えて困っている家族も、いまだ沢山い

らっしゃいます。この研修会にご参加いただ

き、そんなご家族やまわりの友人に、研修会で

学んだ知識を伝え、地域の中で困っている認知

症の方を見守っていただけたらありがたいと思

います。

　この認知症サポーター養成講座を受講された

方々には、その証として、オレンジリングとい

うブレスレットが全国キャラバン・メイト連絡

協議会から渡されます。

　　読者の皆さまがもし、このオレンジリング

をしていらっしゃる方を街で見かけたら、その

方は、認知症のサポーターとして、地域を支え

て下さっている方なのです。



6

居宅介護支援事業

ヘルパーステーション

ヘルパー　新井　敦子

管理者

柳 沢  裕 美「在宅生活を安心して続けるために」

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！

　東日本大震災で、地震の被害を受けた地域の居

宅介護支援事業所の現状が載っていた記事を読み

ました。その事業所は辛うじて津波の被害がな

かったため、ケアマネジャーは、地震に見舞われ

た１時間後から利用者の安否確認に動き出しまし

た。医療ニーズのある利用者を優先に、連絡と訪

問を行い、独居高齢者は、法人内の特別養護老人

ホームと老人保健施設へ一時退避させました。被

災地は電気・ガス・水道が寸断されてしまったの

で、在宅で人工呼吸器を使っている利用者には、

バッテリーが切れないよう、訪問看護のスタッフ

に連絡を取り、シガーソケットから電源を入れる

よう手配したそうです。

　これらの体験の記事が、私たちケアマネジャー

にとって大変参考になりました。利用者の中には

独居高齢者の方、老老世帯の方が大勢います。ま

た人工呼吸器を在宅で使っている方もいます。こ

れからは普段から、高齢者が災害弱者になりうる

ことを意識して、ケアマネ会議やヘルパー会議、

サービス担当者会議において、ケア内容や要望の

他にも災害が起きた場合を想定して、対策を話し

合っていきたいと思います。

　介護なんでも相談室に、上田地域に在住の女性

の方が、「被災地にいる弟を呼んでこちらで介護保

険のサービスを受けたい」と相談に見えました。

早速、現地のケアマネジャーや、保険者の福祉課

の方と相談して、担当を当法人のケアマネジャー

に変更しました。今は訪問介護や通所介護のサー

ビスを利用しています。どんな相談でも出来るだ

け対応しますので、是非お越しください。

　ヘルパーが利用者のお宅を訪問した時、不安や心配事等を話される方がいます。そんな時、話された

ことに対して、ヘルパーが利用者の方と一緒に考えてその場で支援させていただく事で、解決できるこ

ともあります。ヘルパーは、訪問が終わると事務所に戻り、そんな日々の出来事などを皆で出し合うよ

うにしています。職員がより良いケア内容を検討して、その結果、次の訪問で利用者の方がこれまで以

上に喜ばれる姿を見る時は本当にうれしく思います。ヘルパー同士が個々の訪問状況を共有するため、

個人情報保護法に基づき管理している連絡ノートを活用し、サービス向上に努めています。

商品名 アルミ伸縮ステッキ
（花柄赤）販売価格3,500円

　使用する方の身長に合わせて、2.5ｃｍ間隔で長
さを調節できる伸縮タイプの杖です。木製グリッ
プを使用しているので手に優しい感覚です。お使
いいただく方の身長の目安は、約135～180ｃｍと
なっています。伸縮タイプは他にも、花柄青、茶色、
黒色がございます。折りたたみタイプもございま
すので、用途に合わせてお選びいただけます。
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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

信州国際音楽村に、すいせんの花を見に
行って来ました。まるで黄色い絨毯のよ
うでした。

　このともしびだよりは、私たち事業所が日

ごろ行っているサービス（事業）の内容を、

できる限り分かり易くお伝えすることを一つ

の目的としています。

　今までも何回か、デイサービスの内容をお

知らせしましたが、皆さん実際にデイサービ

スでは何をしているか、施設はどんな様子だ

ろうか、職員はどういう人がいるのだろうと

気になると思います。私たちは、通常のサー

ビス以外にも地域の皆さまにとって役立てる

ことを考えています。本年度はその様子を少

しずつ紹介していこうと思います。

　今回は6月に行った防災訓練の様子を写真で

お伝えします。3月の大震災の後で、地震が来

たらどうするかということを想定し、訓練を

しました。訓練では

まず、テーブルの下

に頭を入れて身を守

ります。実際にはご

自分でテーブルの下

に入れない方には、

「デイサービスって」

職員がお手伝いして、テーブルの下に入って

頂きます。（写真①）そして、安全を確認後、

座布団などで頭を

守りながら、隣の

公園に避難しま

す。（写真②）

　職員は火災が発

生した場合に備え消火訓練も行っています。

（写真③）併せて、職員全員が普通救命の講

習を受け救命の技術を身につけています。

　どうか安心してデイサービスを利用して頂

きたいと思います。

ボランティアさんによる、中国の楽器“二
胡”の演奏を楽しみました。

写真①

写真②

写真③
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長 久 保デイサービスセンター

施設長　渡 邉  善 和

　デイサービスセンター大門は、定員10名の

規模の小さなデイサービスです。全体の登録利

用者数でも25名程度です。また、職員も5名と

少ない人数でサービスを提供させていただいて

いますが、小規模であることでとても暖かみの

あるサービスが提供できていると思います。

　1日の利用者数が少ないため、職員からすれ

ば利用者と密な関わりがもて、細かなことにも

気がつくことが出来ます。例えば、利用者がデ

イサービスを利用されているあいだ、どの利用

者がどこで何をされているか、お一人ずつの体

調の変化や気持ちの浮き沈みなど、気配り・目

配りを行き届かせることが出来ます。また、利

用者やご家族からみても、職員が少ないため、

職員の顔が分かりやすく、より細かな面までお

話ができるので、安心感をもっていただきやす

いのではないかと思います。

　デイサービスセンター大門の開設は、出来る

限り地域に密着した形で、サービスを提供した

いという考えでスタートしました。今では利用

者以外にも、ときどき野菜を届けていただいた

り、楽しい話題を届けてくださる地域の方もい

らっしゃいます。このようなことは、地域の身

近な場所に、小規模で事業所があるからこそだ

と思います。

　これからも、地域の中で、小さくて顔が見え

て暖かみのあるサービスを提供していきます。

『小さくて顔が見えるサービス』

管理者　今 井  圭 輔

　デイサービスセンター長久保は、一般の家を改

造した施設ですので、利用者の皆さんと職員とで

一日を過ごしている居間を中心とした、とても

アットホームな造りになっています。

　施設内の利用者の方の動きはすぐに把握でき、

職員の視線も常に届いているはずなのに、まこと

に残念ながら事故が起きてしまうことがあります。

　事故後になぜそうなったのかを考えてみます

と、事故発生の危険を想定できずに油断していた

ことが原因となっており、「まさか」とか「こん

なことでは」という思い込みが、事故を防げな

かった一番の理由だったと気づきます。

　当法人では、各事業所が連携して、KYTト

レーニング（危険予知トレーニング）を実施して

「気づく」

います。このトレーニングとは「こんな危険があ

るのではないか」ということや、「こんな事故が

おきるのではないか」ということを予測し、日常

の介護からの事例で検討していくなかで、事故を

未然に防ぐための「気づき」を高めるトレーニン

グです。

　「気づき」には職員それぞれに「違い」がある

ことを感じています。利用者の方にデイサービス

で安心して１日を過ごしていただくために、各職

員の「気づき」をレベルアップさせることはもち

ろんなのですが、職員各自の「気づきの違い」を

活かした、多方向からの見守りができるように努

力していきます。
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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

施設長

山 崎  勝 彦

目に見える安心
～笑顔を見せる　笑顔をもらう～

　介護職に携わる私の一貫したこだわりは

「ご利用者の笑顔」です。

　平成4年から勤め始めた和田村デイサービス

センター、平成13年には依田窪福祉会へと移

管され今日に至っています。私とは、平成4年

から、長いお付き合いをさせていただいてい

るご利用者も多くいらっしゃいます。

　施設長となった今、現場に入ることは少な

くなりましたが、朝の挨拶や昼食、午後のレ

クリエーションなどにはできるだけ参加し、

楽しく過ごしていただけるように、ご利用者

との時間を大切にしています。その時にご利

用者の自然な笑顔を見られると、安心でき、

満ち足りたうれしさを感じます。

日記

5月に武石余里の花桃を見に
出かけました。鮮やかに咲
き連なる花桃に、「まぁ、き
れいだねぇ」「たいしたもん
だぁ」と感嘆の声が口々に
あがり、皆さんとても喜ん
でくださいました。これか
らも、季節の訪れや移ろい
を感じていただけるような
外出をしていきたいと思い
ます。写真は、帰り道で見
かけた、こいのぼりとのワ
ンショットです。

　またご利用者が私のことを心配してくださ

り、「おお、今日は元気そうで良かった」「あ

んた、このごろ、また太ったかい」等の声を

笑いながらかけていただくことも多々あります。

　このような遠慮の無い、けれど笑いに満ち

た声をかけていただくと、デイサービスご利

用者と職員という関係を超えた、馴染みの人

間同士の親しみの気持ちが実感できます。

　安心に裏づけされた自然で屈託の無い笑顔

が、いつも満ちているデイサービスでありた

い、それが私のこだわりで、支えでもあります。



10

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

施設長　児島　慎二
　「安心」という言葉を辞書で調べてみると
「気にかかることがなく、心が落ち着いてい
ること」とありました。さて、ではグループ
ホームにとっての「安心」とはどのようなこ
とを言うのでしょうか？
　グループホーム和田は、ご利用者をはじめ
ご家族、地域の皆さん、行政、職員などたく
さんの方が関わって成り立っています。そう
いった方々一人一人にはそれぞれの立場に応
じた「安心」があると思います。例えば、ご
利用者にとっては、落ち着いた心で、穏やか
な日々を送れるという「安心」。ご家族の方々
には、ご利用者の元気な姿を見て頂くという
「安心」。地域の皆さんにとっては、どんな職
員がいて、どんな事をしている施設かという
ことが分かるという「安心」も必要だと思い
ます。健全な施設運営をしている事を開示す

るということは行政にとっての「安心」とい
う事になるかもしれません。さらには、私た
ち職員にとっても、整った環境で働ける「安
心」がより良いケアに繋がっていくこともあ
ると思います。
　上述のような例に挙げたものの他にも、私
たちに関係する皆さんからはもっと様々な形
の「安心」が求められると思います。そこで
グループホーム和田では、地域の皆さんと一
緒に認知症について考えていくことができれ
ばと思い、今年度から長和町地域包括支援セ
ンター、長和町社会福祉協議会と各地区の
「いきいきサロン」にお邪魔して認知症の寸
劇などを行っています。さらにその場を通し
て私たちの施設の紹介などもしていくことが
できればと思っています。

「目に見える安心」とは

武石地域
配食サービス担当

小井土千絵
 4月から武石地域の配食サービスを担当させていた

だくことになりました。よろしくお願いいたします。

　担当して間もなくのこと、「お弁当のおかずが硬

い」という苦情を頂戴しました。要望や苦情があっ

た際は、電話でお話を聞き解決することもあるので

すが、その利用者の方は、少し耳が聞こえにくいよ

うで、なかなか電話だけではうまく聞き取っていた

だけず、最後には、「もう電話してこなくていい」

と言われてしまいました。そこで、その後お宅へ訪

問し、直接お話を伺うと、おだやかに話し合いが進

み、利用者の方にも納得していただける結論を出す

事が出来ました。

　お互いの顔を合わせながら話をする事で、利用者

直接お話しするということ

の方はもちろん、私自身も安心感をもってコミュニ

ケーションをとる事が出来たのだと、今回の事を通

して感じました。利用者の方と直接お話しをする機

会は少ないだけに、貴重な経験になりました。

　配食サービスを初めてご利用いただく際は、ま

ず、担当者が直接お宅へ伺って、説明をさせていた

だきます。その際は是非遠慮せず、不安や疑問に思

うこと、ご質問など、相談していただきたいです。

　まだまだ未熟者ではありますが、精一杯対応させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。
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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23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）
○平成22年度社会福祉法人依田窪福祉会事業実績報告書
及び資金収支決算書について
○社会福祉法人依田窪福祉会理事・評議員の補欠選任に
ついて

平成23年5月30日開催

報告及び議案

ホームヘルパー2級資格は、所定時間の講習と現場実習を修了すれば取得できる公的資格です。
試験はなく、年齢制限やその他の要件もありませんので、比較的取得しやすい資格です。
“介護”への入り口として、また、介護の仕事に興味のある方にはおすすめの講座です。
申し込み用紙がございますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。

期　　間 平成23年9月25日（日）開講式～平成23年11月26日（土）修了式　
日　　程 毎週　月・水・土曜日の午前9時～午後5時
受 講 料 50,000円（テキスト代・実習費含む） 
定　　員 30名
受講場所 講義：依田窪特別養護老人ホームともしび（上田市下武石）
 実技：ケアポートみまき（東御市布下）
募集期間 平成23年8月1日（月）～平成23年8月20日（土）
 （定員になり次第締め切ります）
お問い合わせ先
 依田窪特別養護老人ホームともしび　℡85-2218（担当：依田）

ホームヘルパー2級養成講座の受講生を募集します

職員募集の
お知らせ
職員募集の
お知らせ
平成24年度採用の
介護職員、看護職員を

募集します。
詳細は法人本部（℡85-2202）
までお問い合わせください。


