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安心を守る
―自ら守る「老後の安心」―

法人本部常務理事・事務局長

村岡

裕

歳をかさねるにつれ、人々の不安要因のひとつに、
「認知症になったらどうしよう」という思いがあ
ると思います。
そこで私たちは、そんな認知症について少しでも知っていただこうと考え、現在、行政の福祉課・
地域包括支援センターとともに、長和町、上田市武石地域の公民館を巡って寸劇などを行い、認知症
に対する啓発活動を実施しています。地域の方々の、認知症に対する不安を少しでも取り除いていく
ことは、私たちの役割の一つであると考えます。
このような活動を通じて感じることは、多くの方の関心事は、
「認知症にならないためにはどうすれ
ばよいか」というところにあるという点です。
確かに、認知症になりたくないのは誰もの共通の願いであり、その備えを行うことは重要です。し
かし、なぜ認知症になるのかということが解明されていない現在、
「ならないために」を考えるだけで
はなく、
「なった時のこと」を考えておくことも、同じように重要であるといえます。
なぜなら、認知症などで要介護状態になられた方の想いを知ることは、実はなかなか困難だからで
す。私たちはそんな場面に直面し、ご本人の想いを図りかねて苦慮することが多いのです。
以前にも紹介した「老後の生き方暮らしかたノート」。
さまざまな場面で紹介するたびに、参加者から「認知症など介護が必要になった時の備えは、今まで
考えていなかった」という反響が寄せられます。今回は、このノートについて、少し詳しく紹介します。
このノートには、自分の過去、現在、未来について記述するようになっています。

過去

主に自分史を記述します。これまでの仕事や生活に関する人付き合いなどを記述します。

現在
現在の健康状態や生活習慣、今の気持ちなどを記述します。

未来
過去、現在の記述をもとに、これからの生き方を考えるとともに、地域社会での役割と
地域社会で生活をする自分の望ましい姿を記述します。クラブなどで一緒に作成できる
ようにもなっています。

要介護状態になってからでは、自分の希望する生活はなかなか伝えづらいものです。元気なうちか
らこのようなノートに書きとめ、老後に備えておくことは、将来の安心にもつながります。自分自身
で守ることのできる、安心の一つの形であるといえます。
老後の生き方暮らし方ノートは、依田窪福祉会の各事業所などに備えてあります。どうぞ手に取っ
てご確認ください。
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依田窪特別養護老人ホーム
目に見える安心を！
―入居の手順と成年後見制度―
施設長

萱津

公子

このタイトルを見て、
「何？」と思われた方も多
かったと思います。今回は、特養ホームともしび

応、また、介護サービスの契約や施設への入居契

の入居者も利用している成年後見制度についてお

約、費用の支払いなどに関することを、家庭裁判

話します。

所で選ばれた人が代わってやってくれる制度で

特養ホームともしびのような介護施設に入る場

す。

合、入居するご本人が自分で契約をすることは、

成年後見制度は、大きく分けて2つあります。任

あまりありません。なぜなら、病気による障害な

意後見制度と法定後見制度です。ここでは、判断

どが重く、常に介護が必要な方が入るため、自分

や契約が大変になった方のための「法定後見制

では契約が難しい場合が多いからです。

度」についてお話します。この役目を担う人は、

そのような時は、本人に代わって家族や親戚の

申請によって、家庭裁判所で判断してくれるので

方が契約をすることになります。入居中の生活の

安心です。家族や親戚の方が選ばれる場合があり

ことや費用の支払い、緊急の場合などについて、

ますし、まったく身寄りがない方の場合には、弁

施設側と常に連絡を取り合い、責任をもって対応

護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ば

してくださる方が必要だからです。

れることがあります。
特養ホームともしび入居者の何人かは、法定後

★入居の手順

見制度を利用しています。自宅で暮らしている方

以前に、
「ひとり暮らしで身寄りがないのです

もこの制度は利用できます。ただし、すべてのこ

が、ともしびには入れないですか。」という相談を

とを判断したり、代理できるわけではありませ

受けたことがありました。ご安心ください。その

ん。たとえば、手術をするかどうかなど、生命に

ような場合でも、大丈夫です。空きがあれば、ど

関わる医療についてなどの判断はできません。

のような状況の方でも入ることができます。

申請の方法や必要書類、費用などについて関心

入居の手順としては、まず介護認定を受けて、

のある方は、お近くの家庭裁判所にお問い合わせ

「要介護１」以上であれば、入居の申し込みがで

ください。インターネットでの検索はhttp://www.

きます。ただし、対応できる医療に限りがあった

courts.go.jp（裁判所のホームページ）

り、医療スタッフの体制も異なりますので、申し

とりあえずパンフレットが欲しいという方は、

込む前に必ずお問い合わせください。

特養ホームともしびの窓口にも用意してありま

次に、特養ホームともしびでは、申し込まれた

す。もう少し話を聞きたいという方は、地域包括

方の状況により、入る順番が決まります。空きが

支援センターにお問い合わせください。地域で安

出た時に、緊急度が高く一番上位にいる方から、

心して暮らすために、利用できる制度は是非お使

入る希望があるかの確認をします。「入りたい。」

いください。

ということであれば、面接をしてから、入居の契
約をします。
では、身寄りのない方の契約などはどうするの
でしょうか。様々な手続きを、本人に代わって
やってくださる人を選ぶ、成年後見制度を利用し
ていただくことになります。

★成年後見制度
成年後見制度とは、様々な理由で判断が大変な
方の財産管理をしたり、悪徳商法の被害への対
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今年も特養ホームともしびに、バイオリンやチェロ
などの音色が響きました。社会人や学生を中心とした
東京のグループで、こちらでの合宿の合間に、昨年に
続きボランティア演奏をしてくださいました。その奏
でる音色は、気持ちが落ち着く優雅な
もの。なかなかクラシックなどを聴く
機会がありませんが、目を閉じじっくり
と、リズムを取りながら聞き入る利用

「優雅なひととき」

者もいらっしゃいました。ぜひ来年も
来てくださいね。

お盆前の8月12日、武石地区の「花市」がありました。と
もしびでは毎年大勢のボランティアにご協力をいただきなが
ら、利用者の皆さんをお祭りにお連れしています。その幕開
けとして毎年お世話になっている「美ヶ原飛龍太鼓」の太
鼓演奏がありました。皆さん顔なじみとなっており、「元気
でいたかい？」などと声を掛け合う場面も見られましたが、
いざ演奏が始まると体中に響く太鼓の音と、威勢のいい掛
け声に圧倒され、暑さも吹き飛ぶ迫力でお祭りムードが一
気に高まりました。この夜ばかりは利用者の皆さんもお祭
り後の打ち上げ花火までゆっくり眺めていただきました。

「夏祭り」

さて問題です。特養ホームともしびで最高齢
の方はお幾つだと思いますか？…答えは105歳
です。それもお二人！日々お元気で過ごされて
います。それにあやかろうとばかりに、恒例の
「ともしび敬老会」が開催されました。
今年節目を迎えたご長寿の方々へのお祝いの
後、利用
者と一緒
に行う手

「祝・ご長寿」

遊びを皮

切りに、職員扮する 懐メロ歌謡ショー や 踊り など思考を
凝らした余興の数々。利用者の皆さんも大いに笑ってくだ
さり、その笑顔で職員も元気の素をいただきました。これ
からもいつまでもお元気で！
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管理者

武石ブロック合同防災訓練を実施
−9月30日

午後2時・地震想定−

甲田

伸子

帽子を被ったりしましたが、防災頭巾等の準備が
必要なことがわかりました。当日デイサービスを

デイサービスセンター鳥屋とデイサービスセン

利用していらした方、合わせて13名が訓練に参加

ター上本入は、今年度の防災訓練を『建物崩壊の

してくださいました。特養ホームともしびに到着

危険があるため、全員が特養ホームともしびまで

後、事業所ごとにまとまって座り、安全確認等を

避難をする』という設定で行いました。

行ったのち水分補給等をしました。特養ホームと

3月の東日本大震災で高齢者施設は、地域の避

もしびのホールには隣接のトイレがひとつしかな

難所として機能することが求められました。そこ

いため、使用が順番待ちになってしまいました。

で、私たちも実際に、近隣のデイサービス利用者

避難所として機能するためには、トイレの確保が

が施設へ避難をしたら、時間はどの位かかるの

必要だということもわかりました。

か。必要とされる物資や設備はなにか。これらを

特養ホームともしびでは、災害時に地域の避難

検証し、再確認する必要があると考えたのです。

場所として利用していただけるために、非常食、

訓練では、地震の揺れがおさまったことを確認

ポータブル発電機、生活用水を確保するためのポ

し、特養ホームともしびへ避難受け入れを要請し

ンプやタンクなどを備え付けてあります。これら

ます。それぞれのデイサービス周辺の建物・道路

を有効に使用していただくためにも、日頃から、

の状況を確認したのちに、車に分乗。地震発生か

地域の方々やデイサービス等の他事業所と連携態

ら20分で全員が特養ホームともしびへ到着しまし

勢を築いていくことが、より一層の災害時の安心

た。デイサービスにはヘルメットがなく、今回は

につながるのだと実感しました。

宅老所

かみほんいりだより

「安心してご利用頂くために」

管理者

柳澤

洋子

小規模事業所である当デイサービスは、定員10
を大切にしています。送迎でご自宅に伺った際に

名、職員5名で運営しています。
毎年数回行うアンケートで、ご利用者さん及びそ

は、毎回少しでも会話を持てる時間を作り、迎え時

のご家族に率直な意見をお伺いし、
「もう少し歌を

には、ご利用者さんに変化がなかったかをお聞きし

唄った方が良い」とのご意見をいただけば、大きな

て、送り時には、今日一日どのように過ごされた

字で歌詞などを書いて壁に貼り、レクリエーション

か、またその日の体調はどうであったかなどを報告

時などに唄います。毎日ご利用の家族から、
「外食

し、次のご利用日には、安心して送り出していただ

が多すぎる」との意見をいただけば、グループごと

けるよう、各家庭とデイサービスの間に、信頼関係

に分けて、外食とデイサービスに残る班を作りま

という強いパイプを築くことに心がけています。ま

す。このように利用者、ご家族からいただいた意見

た、ご家族の介護に対する悩みや苦しみをお聴き

は尊重し、 自分たちの意見を受け入れてもらえ

し、少しでも共感できるよう努めています。
もちろん、ご利用者さんひとりひとりにも笑顔で

る。安心して利用できる。 そんなデイサービスで

接することをモットーとし、帰り際には、
「来てよ

ありたいと思います。

かった」「また来たい場所」と言っていただけるよ

小規模事業所であるがゆえに、送迎にもゆとりが

う、職員一同努力しています。

あり、ご利用者さんの家族とのコミュニケーション
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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

「提供しているサービスのご紹介」
写真2

今回は、デイサービスセンター長門で特別

施設長

保科 美里

いただきました。ラー

に行っているサービス内容について、ご紹介

メン好きなHさん（写

いたします。

真2）は毎回美味しそ

通常は、デイサービスの施設内で入浴やリ

うに召し上がります。

ハビリなどのサービスを提供するのですが、

外食の後はしばらく

時には、年間の行事計画のなかで、季節に応

ラーメンの話題で盛り

じた行事を施設内で実施したり、外出をして

上がります。職員と中華を食べた方もいま

楽しんでいただいています。その様子をこの

す。（写真3）いつもより食欲が増したかも

ともしびだより で写真を掲載していますが、

しれません。

今回は更に詳しくご紹介したいと思います。

この他にもデイ

夏の初めに、事前に利用者の方が楽しめそ

サービスでは通常

うな外食場所を数か所選んでおき、アンケー

の内容とは異なっ

トという形で行きたい場所を指名してもらい

たサービスを提供

ました。今回、お寿司・うなぎ・中華を選べ

していることが

るように計画し、最終的にはその方の嚥下

あります。利用される方には、事前にお知ら

（食べ物を飲み込む）の状態に合わせて職員

せしご理解いただいた上でサービスを提供さ

がアドバイスして、危険のないように食事を

せていただいています。

注文しました。

写真3

まだサービスを利用したことのない皆さま

こちらの方は回転

に安心してサービスを受けていただくために

寿司に行きました。

も、また、実際にサービスを利用されている

（写真1）お店を予約

ご家族の方にも、より詳しいサービス内容を

し車椅子の方も入れ

見ていただくことで安心をお届けできればと

る席を空けておいて

い た写真1
だき

思います。

ヘルパーステーションこすもす長門より お知らせ
7月31日をもって、「ヘルパーステーションこすもす和田」が休止となりました。
これに伴い、8月1日より「ヘルパーステーションこすもす長門」が業務を引き継ぎ、
和田地区・長門地区のサービスを提供しています。和田地区の皆さんにはご不便をお掛
けしないように致しますので、どうぞよろしくお願いします。
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施設長

「生活を支える」

渡邉 善和

「住み慣れた家に暮らし続けたい…」とい

用回数を増やすなどの調

う想いは、多くの方が持っていると思いま

整をしていただいたり、

す。デイサービスセンター大門に来られるご

時にはご家族とも連絡を

利用者も、その様な方が多くおられます。中

とって家に訪問していただ

には、独居の方や、夫婦二人で暮らしている

くなど、ご利用者が一人で

方もおられます。

過ごす時間が出来るだけ短く

住み慣れた家に暮らし続けられたら、それ

なり、不安が少なくなるよう

はとても幸せなことです。ですが、実際には

に支援をしました。また、こ

身体が動かなくなったり、認知症になった

の方の体調のことなどは、看護師が中心に

り、病気になったりと、不安なことも沢山あ

なって医療機関と連絡を取り合いながら、体

ります。特に、独居の方や、夫婦だけでの生

調の変化について情報交換したり、体調不良

活になると、その不安は一層強くなると思い

の訴えがあれば、訪問看護に連絡して家に訪

ます。デイサービスのご利用者と会話をして

問していただくなど、出来る限り健康的に生

いると、時々その様な不安な声をお聞きする

活していただけるよう支援を行いました。

ことがあります。

お一人の生活を、デイサービスだけでは支

あるとき、
「自分の家で暮らしていたいけれ

えることが出来ませんが、ご家族も含め、町

ど、一人でいる時間がとても不安になる。」と

の福祉課や医療機関、福祉関係機関、また職

おっしゃる方がおられました。そこで、デイ

場の職員同士が、お一人の利用者の情報を共

サービス大門では、その方の日々の声や様子

有しあい、連携することで生活を支えること

を、ケアマネージャーにお伝えしながら、利

が出来ています。

納涼祭で毎年ボランティアさん
による「抹茶」の
サービスをし
ていただいて
います。

武石の上本入にあじさいの花を見
に行って来ました。むらさきの可憐なあじ
さいにも負けない笑顔が見られました。

今年も職員の出し物
は大人気?でした。

デイサービスセンター

細かな気づきを伝える

長 久 保
管理者

今井 圭輔

デイサービスを利用された時に、私たち職員
が、ご家族の方も気付かなかったケガを発見し

「お医者さんからは、様子をみるように言われ

たり、何気ない会話の中で「実は昨日、転んで

ました」と、ご家族から連絡をいただきます

さぁ」というようなお話を聞いたりすることが

と、私たちもホッとすると同時に、お忙しいな

あります。

かで受診をお願いして申し訳なく思うのです
が、何もなかったことで安心することもできます。

ご利用者の方にしてみれば、
「家族に心配をか
けてしまう」「転んだけれどケガも何もなかっ

デイサービスでの「細かな気づき」をご家族

たし、たいしたことじゃない」など、ご家族に

に速やかに伝えることは、私たちからの「安心

黙っている理由は様々です。体調が悪いときも

の伝達」です。そしてご家族に「安心の伝達」

同じで、我慢したままデイサービスに来られ、

を受け取っていだたくことで、ご利用される時

体調不良を訴えることもあります。

間が、ご家族に

私たち職員が、病院への受診をお勧めして

とっても安心して

も、ご利用者の方は、
「大丈夫だよ」とおっしゃ

過ごしていただけ

います。しかし、ご利用者の安全を考えて、職

るようになると考

員が異変に気づいた時点ですぐにご家族へ連絡

えています。
防災頭巾作り

をして、受診をお勧めしています。受診後、

長和地域担当
配食サービス担当

いつもどおり

齋藤

嘉美

「人生最後の食事」という本の話しです。
ホスピスで患者さんのためにシェフが希望の料

少なくとも私は、いいなと、あこがれています。

理を作る、そんなドキュメントです。
人生最後に希望する食事は、形がありそうでな

人生最後…。そんな但し書きがつかなくても、

いもの。それは人生の中で記憶に残る大切な味を

自分のために食べる物が用意されていると幸せで

求めるメニューだからなのでしょう。

す。きっと安心が幸せを伴っているのでしょう。

人は生きるために本能で食べながら、人として

いつものように変わりなくお弁当をお届けする

の生を楽しむために食べている。

ことで、何気なくお

自分の命に限りを見たときに「何を食べたいで

食事を楽しんでいた

すか？」そっと耳元でささやいてもらえたら、そ

だ け た ら、そ れが、

れだけで、静かに自分の人生を振り返れそうな気

「普 通 の 幸 せ」とな

がします。

ることを願っていま

満足の一口を味わって、目を閉じられたら、そ

す。

れはとてもやさしい終わり方かもしれません。
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居宅介護支援事業
管理者

柳沢 裕美

「訪問が一番」
ケアマネジャーが担当している利用者さんの中に

るから」と言われるようになりました。しばらく様子

は、認知症が進んでいる方もいらっしゃいます。その

を見ていましたが、いつになっても入ろうとされない

利用者さんにこれからどんな生き方、暮らし方がした

ので、Ａさんが風呂を沸かす準備を忘れてしまったの

いかをお聞きしても、答えてくださる方はほとんどい

ではないかと思い、ヘルパーと相談して、風呂を沸か

らっしゃいません。自分がどうしてほしいのかを、家

し準備をして誘ってみました。Ａさんは最初体調のこ

族を含め他人に明確に伝えるということは、実際には

とを言っておられたのですが、だんだん毎週1回のヘ

なかなか困難なことなのです。

ルパーの誘いで、定期的にお風呂に入るようになりま

一人暮らしのＡさんも、そんな利用者さんのうちの

した。ケアマネジャーが通所サービスも誘ったのです

一人で、ケアマネジャーが安否確認も兼ねて一ヶ月に

が、Ａさんは「誰がなんと言っても、うちがいい。施

何度か自宅訪問を行って話を聞くのですが、Ａさんは

設は絶対行かない」と言って通所サービスは利用され

若い頃のことは良く覚えているので、どんな暮らし方

ません。Ａさんは、うちから出て行くサービスは、使

をしてきたのか話してくれますが、今どうしたいかを

いたくないことがわかりました。

聞くと「このうちで暮らしたい」ということをおっ

ケアマネジャーは、担当している利用者さん一人々

しゃるのみです。

の家に訪問して、利用者さんが、どんな暮らし方をし

ケアマネジャーは、Ａさんが一人暮らをされている

てきたのか、毎日の生活にどのような価値観をもって

ので、認知症が進んでも気付きにくく、今まで出来て

いるのか、丁寧に話を聞き、その方の介護サービスの

いたことが、どこまで出来なくなっているのかもわか

計画（ケアプラン）を作成します。それを丁寧に行う

らないので、こちらの判断だけでサービスを追加する

ことが利用者さんにとって、これからの安心の出来る

わけにもいきません。そんな頃、Ａさんは家でお風呂

生き方、暮らし方に繋がると感じています。

に入らない理由として、
「頭が痛い」とか「鼻水が出

の

介護ショップ

これは
便利！

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！

商品名 パステル302 価格：5,900円、

色：ブラック、ベージュ、グレージュ、サイズ：22.0〜25.0cm

この商品は、人間工学に基づき高齢者の歩行
時の足の負担を軽減するよう研究、開発され
た外出用シューズです。横幅も3Ｅと広く、脱
ぎ履きが楽なワンタッチフィット方式です。
マイナスイオンと遠赤外線を半永久的に放
出するトルマリンインソールを使用してお
り、リラックス、血行促進の効果があり、消臭
効果も優れています。

ーステーション
ヘルパ
ヘルパー 木下

千津子

お年寄りが1人で暮らすのがどれだけ大変なものかが、ヘルパーという仕事をしてみてしみじみ感じ
ます。自分の身体がだんだん思うように動かなくなり、今まで出来ていた事が出来なくなったりしま
す。そんな時、ヘルパーは皆さまのために手となり足となり、掃除・洗濯・調理などいろんな面で手助
けしてまいります。私たちヘルパーは利用者さんが安心して生活できるように日々、努力しています。
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デイサービスセンター和田

安心の場所
先月のデイサービスセンター和田のご利用
者の平均年齢は男性が87.5歳

施設長

女性は87.7歳

山崎 勝彦

でした。ちなみに日本人の平均寿命は、男性
79.64歳、女性86,39歳ですから、和田地域の
高齢者の皆様は、男性も女性もとてもお元気

なった時、ご家族が急に用事ができ「予定で

で、デイサービスを利用されながら、在宅で

はないが利用させたい」という時に、利用の

の生活を楽しく継続されているのがわかりま

回数を増やしていただくこともしておりま

す。

す。

高齢者の方が在宅での生活を継続していく

私たちが気をつけている点は、ご利用者は

ためのひとつの支えとして、デイサービスが

利用の曜日が変わるだけでも「いつもと何だ

あります。デイサービスは、ご利用者の方に

か違う、馴染みの人もいない」と、居心地の

楽しく・快適に過ごしていただける場であ

悪さを感じることがあることです。
職員はそうならないように、日頃からご利

り、そしてご家族の方にとっては、安心して

用者と信頼関係を築けるように努力をして

いただける場であることが大切です。
「デイサービスにはあまり行きたくはない

「やっぱり、いつ行っても、デイサービスは

が、仕方がないから我慢して行くか」ではな

楽しい」と思っていただけるように笑顔でお

く、
「行くと楽しい、風呂も気持ちがいい、家

迎えしています。

族もデイサービスに居ると安心してくれる」

ご利用者の方が困った時にまず思い浮かぶ

そんな場であることが求められていて、また

「場」にデイサービスセンター和田がなるこ

そうであるために努めています。

とで、安心できる「場」が身近に常にあるこ

デイサービスセンター和田では、ご家族や

とになります。「安心の場所」をいつでもご提

ご本人の急な用事等での利用日の変更にも随

供できるように努めておりますので、積極的

時対応しています。また、ご本人が「今日は

にご相談・ご利用をいただけたらと思いま

デイサービスを利用したい」という気持ちに

す。

「秋祭り」 9月3日、秋祭りを開催しました。ボランティア

の方々によるフラダンスや三味線演奏、手話ダンスや手品、
そしてフィナーレは職員のダンス「銭
形平次」。なかでも安来節は大好評で、

これからますます円熟しそうです。来
年も出演予定ですのでご期待くださ
い。
｢いいもんが見れて良かった」と、利用
者の皆さんの大きな笑い声と笑顔が、
秋祭りの何よりの彩りとなりました。
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日記

和田から

グループホーム

「突然の災害に備えて」
施設長

グループホーム和田では、9月1日に震災

児島

慎二

後初めてとなる防災訓練を行いました。今回

とって、安心して生活できる場となるよう

の防災訓練では、火災通報装置を利用した消

に、今後も突然の災害などに備えて訓練を行

防署への通報の練習、職員による消火器を使

い、建物の被害など想定される危険に対して

用した初期消火の練習などを行いました。ま

の対策や、災害時にどのような物品が必要な

た、利用者の皆さんにも協力していただき、

のかなどを考えていきたいと思います。ま

避難場所である橋場公民館へも実際に避難を

た、ご家族の皆さん、地域の皆さんとも、有

してみました。

事の際の連絡のとり方なども一緒に考えてい
ければと思います。

実際に非常ベルを鳴らした中での通報で
は、大音量のベルの音にさえぎられ、消防署
との電話でのやりとりも大変困難なことが分
かりました。利用者の皆さんをお連れしなが
らの退避も、想像以上に時間がかかってしま
いました。正直なところ、避難は当初の想定
通りにはいきませんでした。しかしながら、
想定通りにいかなかったということで、か
えって、現在の利用者の皆さんの状況を踏ま
えた避難の方法・経路などを見直すきっかけ
となりました。
グループホーム和田が、利用者の皆さんに

「敬老の日」
敬老のお祝いに、職員に
よる浦島太郎の寸劇を行
いました。厚化粧に女装
をしたあまりに美しい「乙姫様」の姿に、皆さん
は惚れ惚れと見とれながらも、大笑い。二人羽織
での大福食べでは、顔中を粉で真っ白にして奮闘
する職員に、拍手喝采で盛り上がりました。

10

平成23年度

理事会・評議員会報告
平成23年9月21日開催

報告及び
議案

○理事長専決事項の報告について
（理事会のみ）
○平成23年度社会福祉法人依田
窪福祉会一般会計第1次補正

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

予算書について

「流行」
にはのらないで。
〜予防が大切 インフルエンザ〜
毎年、冬から春はインフルエンザシーズンです。
そんな「流行」にはのらないよう、自分ででき
る予防を忘れずに。
まずはいつもの手洗い、マスク、咳エチケット
から。
インフルエンザに関する情報は厚生労働省の
ホームページからもご覧になれます。
●インフルエンザに関する情報

社会福祉法人
●法人本部

●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

検

索

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.yodakubofukushikai.jp/

●介護老人福祉施設 ともしび

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/index.shtml

☎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

