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安心を届ける
法人本部常務理事・事務局長

村岡

裕

近年、いわゆる「買い物弱者」の問題が大きく取り上げられています。これは、少子高齢
化や過疎化などで、食料品などの日常の買い物が困難な状況におかれている人々が、だんだ
ん増えてきていることによります。
平成17年、内閣府が全国の60歳以上の男女に対し、地域生活を送るうえで不便なことは
何かと聞いたところ、
「日常の買い物に不便」と答えた人の割合が一番となりました。
このような中、私たちの住む地域も含め全国的に、一部の大手スーパーが、食料品等を車
に載せて地域に出向く移動店舗を始めました。もっとも、このような移動店舗の形態は、昔
の豆腐売りをはじめ、八百屋などの個人商店などでも行われていたことでもあり、真新しい
ものではありませんが、今の時代に形を変えて復活したともいえます。
福祉の世界にも、従来からこのような届けるサービスがあります。訪問介護（ホームヘル
プサービス）がそうです。今から50年ほど前に、上田市から始まったとされるサービスで
す。また医師による往診も、医療の世界には昔からあるなじみの深い届けるサービスです。
このように、私たちの生活の場に届けられる（来てもらえる）サービスのメリットとは何
でしょうか。まず、第一に便利であることが挙げられます。しかし便利なだけではありませ
ん。安心であることも考えられます。なぜなら、来てもらえる場所が自分の自宅や地域など
の自分の日常の生活圏、つまり自分の「土俵」だからです。今ふうに言うと「ホームグラウ
ンド」です。人は自分の土俵では本音も言いやすいものです。
現在、依田窪福祉会で行っている、届けることを主体としたサービスは、訪問介護以外に
は平成11年より実施している配食サービス（あやちゃん弁当）があります。最近では、地域
の公民館を回って実施している認知症に関する相談事業もあります。
今後、依田窪福祉会では、これらのサービス以外にも、届ける
サービスを増やしていく必要があると思っています。それが、
地域の支援の必要な方々にとって、目に見える安心の形につ
ながると考えています。
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依田窪特別養護老人ホーム

安心の灯りを届ける
施設長

萱津

公子

今回の広報紙のテーマは「安心を届ける」です。
初めに、私たちの施設に安心を届けてくださってい
る大きな存在は、ボランティアさんです。私たち

という言葉には、縦の関係から横のつながり、つま

は、洗濯物たたみや繕いものをしてくださる方、草

り、縁、絆、結いという関係を通して地域の中でお

取り、漬物づくり、踊り、歌、演奏、生け花など多

互い助け合おうという意味が含まれています。私た

くのボランティアさんに支えられています。それ

ちも、関係機関とのつながりをさらに強めながら、

は、施設生活の一端を担っていたり、利用者さんの

自分たちの技術などを提供し、地域の支えあいの一

心を潤すためだったり、地域の情報を運んでくださ

端を担えるような活動をしようと考えています。

るなどの有り難い活動です。
ですから、ボランティアさんに対しては、働いて

さて、昨年起こった未曽有の大震災から、もうす

いる職員も施設で生活している利用者さんも、とて

ぐ1年を迎えようとしています。依然として悲しみ

も感謝しています。ボランティアさんが、多く入っ

と苦しみの中にいらっしゃる方々に思いを馳せなが

てくださることは、施設と地域の方々の心の垣根が

ら、今年は、少しでも明るい話題があるようにと

低くなっているとか、施設が地域社会の一員として

願った方も多かったと思います。併せて、
「安心と安

認めていただいたことと考えてよいのでしょうか。

全とは何か」とか「人の絆」や「本当の幸せってな
んだろう」など深く考えさせられた時でもありまし

では、私たちのサービスを利用してくださってい

た。これはある本に書いてあったことです。私たち

る方々やそのご家族、また、施設がある地域の方々

の経験は記憶されますが、その記憶は、感情に大き

にとって、私たちがみなさんにお届けしている安心

く依存すると言われています。私たちは、自分の経

は何でしょうか。

験が良かったか、悪かったかを考える時、その経験
全体を判断するのではなく、一番良かったときのこ

一つには、生活支援のノウハウをもった職員が、

とと終わりのときを一番よく覚えているそうです。

365日24時間常駐している点でしょう。
たとえば、土日祝祭日関係なく可能な限り緊急で

たとえば、歯医者に行って、最初は痛かったけれ

ショートステイを受け入れたり、施設設備を開放す

ど、最後に、歯医者さんや歯科衛生士さんが優しく

るとか、地域行事への参加なども行ってきました。

笑顔で声をかけてくれたり、アフターケアの説明を

災害時に大きな福祉施設が、避難場所になったこと

しっかりしてくれたら、痛かったことを忘れてしま

は、記憶に新しいことです。また、365日昼・夜お

うことがありませんか。全体の痛みより、後味的な

届けしている配食サービスには、配達員による見守

気持ちが、経験の感想の記憶を変えたりすると言わ

りという役割があります。お弁当を届けながらお声

れています。まさに、「終わりよければすべてよ

を掛けたり、体調などの様子を伺ったりします。必

し。」ということわざどおりです。苦しみや問題の中

要に応じて、配達時の様子を施設に報告し、ケアマ

にいる方でも、苦しみの出口の灯りや問題解決の糸

ネジャーや家族に連絡することもあります。つま

口が見えると、大変だった経験の記憶も和らいでい

り、私たちには、介護保険のサービス事業だけでな

くのだと思います。
私たちは「ともしび」という愛称のとおり、これ

く、地域に必要な介護保険外のサービスや支えあう

からも、地域で安心の灯りをともし続けられるよう

仕組みをつくっていくという役割があります。

な運営をして参ります。

マスコミなどで耳にする「共助」や「共生社会」
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秋の盛りの日、飯山市へ日帰り旅行に行ってき
ました。車イス対応のリフト付観光バスをチャー
ターし、利用者とご家族、そしてボランティアと
職員の総勢17名が参加しました。途中、自然食
のバイキングレストランでゆっくり昼食をと
り、目指した先は「高橋まゆみ人形館」。素朴さ
のある人形たちを、目を細めてご覧になる利用者
の表情が印象的でした。さて次はどこへ行きま

「さつき会旅行」

しょうか。

家での食事もいいですが、たまには外へ食べに行
くのも楽しみのひとつです。それはともしびの利用
者も同じこと。これはその一場面です。この日はご
家族も一緒に、長和町内のレストランにお昼を食べ
に出掛けました。ともしびでは外出などをユニット
それぞれで実施しています。利用者の皆さんに楽し
んでいただけるよう、日々の積み重ねを大切にして

「外での食事もイイね」

います。

11月、市内にある「すし寅」さんが握り寿司の実
演ボランティアにやってきました。写真のご主人は、
もう10年以上に渡 りともしびでお寿司を握って下
さっています。目の前で握られたお寿司の味はまた格
別のようで、「ほんとにおいしい」「やっぱり
違うねえ」と皆さんおっしゃっていました。
次回も楽しみに待っています。

「おいしいお寿司をいただきました」
利用者のご家族を中心に組織する、さつき会恒例の掃除
ボランティアが行われました。施設の外では敷地内の落ち
葉を片付けていただきましたが、大型のゴミ袋が30個にも
なるほどでした。また、施設内では、すす払いや椅子の掃
除など、普段職員の手の届かないところまできれいにして
いただき、年越しの準備ができました。ボランティアの皆

「さつき会ボランティア」

さん、ありがとうございました。
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管理者

甲田

伸子

お風呂をご利用ください
デイサービスセンター鳥屋は一般の民家を利用

ビスをご利用になっていない方にもお使いいただ

している、定員10名の家庭的なデイサービスで

けるようにしました。一人暮らしでご自宅での入

す。地元の武石地区を中心に、丸子地区や長和町

浴が不安な方、冬の間、暖かく入浴したい方など

からもご利用をいただいております。

も、要介護（要支援）認定の有無にかかわらず、
ご利用していただけます。時間は、午後1時半か

平成14年10月の開所から丸9年がたち、浴室の
傷みが激しくなっていました。そこで、皆様に、

ら3時半の間でお使

安全で快適な入浴をしていただけるよう、浴室の

いいただき、1回

改修工事をしました。これまでデイサービスに

300円です。（日曜

通っていたけれど入浴はしてこなかった方から

休 ） 予 約 は 、当 日

も、
「ここでお風呂に入っていきたい」と、ご利

の午前中まで承っ

用していただけるようになりました。「ユニット

ております。お気軽

バスになって、暖かい」と好評です。

にお電話ください。電話：0268-85-0010まで。

デイサービスセンター鳥屋では、普段デイサー

宅老所

かみほんいりだより

「地域で暮らしていく為の、
安心という絆」

管理者

柳澤

洋子

の協力をお願いしました。

今年度の事業計画である『高齢者世帯に呼び
かけて、地域交流の場を提供していく』に基づ

私たちも地域の皆様のお役にたてるよう、

いて、民生委員さん、高齢者クラブの会長さん

日々努力をして参りたいと思います。この唐

にご協力を頂き、農作業が一段落し、厳冬へ備

沢、築地原地区の独居及び老々世帯のお住まい

える漬物作りが終わった頃を見計らい、唐沢地

の状況が分かりましたので、いざという時には

区、築地原地区の70歳以上のお年寄り32名の

当方からも、避難誘導等の声かけができるかと

方々に、茶話会の案内状を出させて頂きまし

思います。お互いの協力と思いやりがあってこ

た。12月4日（日）、おかげさまで、14名の皆様

そ、これからのこの地域を支えて行く絆となれ

が参加してくださいました。「近くてもなかなか

ることを願ってやみません。

顔を合わせる機会がない」「これからも、この様
な機会を作ってほしい」と、皆さん大変喜んで
下さいました。
またこの機会にと、デイサービスセンター上
本入内の見学もして頂きました。この地域で営
業を継続させて頂くためのご理解と、災害時等
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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

「認知症を理解して頂くために」

施設長

保科 美里

長和ブロックでは、長和町福祉課地域包

けでは、認知症を深く理解して頂けるわけ

括支援センター、長和町社会福祉協議会、

ではありません。認知症については、まだ

和田ブロック、居宅介護支援事業所と協働

まだ実際に接してみないと分からないこと

し、認知症啓発活動を行っています。地域

や、お一人お一人によって症状も違います

のいきいきサロン等に出向き、認知症を理

し、もし家族がなってしまったらどうしよ

解して頂けるよう寸劇を交えてお話をして

うなどと思うことが多いと思います。

います。
先ずは、認知症についての簡単な医療的
なお話をし、実際のよくある症状を寸劇で
見て頂いています。特に寸劇の中では、悪
い対応と良い対応を職員が演じています。
少し笑ってしまうような場面もあります
が、実際に認知症の方を知っているなら
「そうそう」と頷いて頂けると思います。
また、
「そういえば○○さんも、こんなよう

そこで、私たちデイサービスセンターや

なことがあるなぁ」と思い当たることもあ

地域包括支援センター、社会福祉協議会で

るかもしれません。私たち職員が日ごろの

は、認知症についてどのようなことでもご

業務の中で体験したこと、ご家族からお聞

相談に応じています。もしかして、認知症

きしたことを基に演じていますので、現実

ではと思ったら、私たち事業所をいつでも

感があると思います。

気軽に相談ができる場所として、利用して
頂きたいと思います。そのために、私たち
が地域に出向くことによって、顔を覚えて
頂き声をかけて頂ければ良いと考えて、安
心もお届けしています。

私たちが認知症についてご紹介している
ことはほんの一部に過ぎません。今回のお
話を聞いて頂いたり、寸劇を見て頂いただ
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施設長

渡邉 善和

「より安心して生活していただくために」
介護保険がスタートし、12年が経過しまし

デイサービスセンター大門では、第5期の計

た。介護保険のスタートと同時に、長和町の介

画に基づき、通所介護事業から小規模多機能型

護保険計画及び老人福祉計画（以下計画）も策

居宅介護事業への転換を行うために、利用者や

定され、これまで3年に1度の見直しが行なわ

地域の方に説明の機会を設け、事業転換へのご

れてきました。そして、平成24年4月からは第

理解を得ていきたいと考えています。

5期の計画がスタートします。

今後も、私たち事業者が地域に密着し、必要

第4期の計画では、小規模多機能型居宅介護

なときに必要なサービスが受けられ、安心して

について「設置の検討」とされていましたが、

生活していただけるよう、サービスを提供して

第5期策定に当たり、
「小規模多機能型居宅介護

いきます。

の設置」を明確に盛り込んでいただくよう、長
和町とともに計画を進めてきました。
小規模多機能型居宅介護は、日帰り（デイ
サービス）と泊り、訪問のサービスが、同じ事
業所・同じ職員によって一体的に提供される複
合型のサービスです。利用するサービスごと
に、違う事業所を利用しなければならない現在
のサービスと異なり、なじみの関係が築けやす
く、安心感のあるサービスです。

年末の恒例行事、信州せ
いしゅん村の皆さんによ
る「そば打ち」です。

クリスマス会で 、
長和町の文化祭で作品を見て来ました。

な ぜ か サン タと

デイサービスセンター長門の利用者様

魚釣り？
「いい物」

も毎年出品しています。

が釣れました。
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デイサービスセンター

長 久 保
管理者

奇跡のための「備え」

今井 圭輔

おそらく半数は逃げ遅れただろう」と、事務長

東日本大震災による大津波が襲来した際、海岸

の談話も紹介されていました。

からわずか200メートルに立地する高齢者施設
で、利用者と職員合わせて144人が、たった40

大震災後にデイサービス長久保で実施した避難

分で全員無事に避難し、地元からも「奇跡の脱

訓練では、職員が少ない時、車椅子が使えない時

出」と賞賛されたという記事に目がとまりまし

など、あえて避難には困難な状況を想定しました

た。その施設では、2010年2月に発生したチリ

が、やはりこれまでよりも時間がかかりました。

地震による津波の際には、内陸部に全員が避難す

煙への対策、避難口の選択など、避難用チェック

るのに一時間半もかかり、食べ物・薬・毛布など

シートで反省をしましたが、職員が少ないだけで

が十分にないまま、施設に一晩戻れなくなり、利

差が出ていました。やはり記事にあったように、

用者、職員とも寒さに震え、体調管理も十分に

役割分担を明確にし、誰でも迅速な対応ができる

できなかったとのこと。そこで、
「これを教訓に

ようにすることが大切だと痛感し、併せて「避難

対策を徹底的に話し合い、非常時の役割分担を

のポイント」を目に付く場所に掲示することも有

明確にし、すぐに行動できるようにしたこと

効であることに気がつきました。

で、職員が担当の避難用品をきっちりと持ち出

「奇跡の脱出」が教えてくれたことは、平常時か

せ、更には柔軟で冷静な決断で、予定していた

らの備えと訓練の重要性です。長門ブロックとし

避難場所を瞬時に変更したことも明暗を分け

て、地域の方の協力も視野に入れ、広域での避難

た」と、その後の対応策が紹介されていまし

訓練を実施し、利用者の安心につなげたいと考え

た。また、
「もしチリ地震同様に行動していたら

ています。

武石地域担当

食に関する安心

配食サービス担当

小井土

食に関する安心には、様々なことがあると思います。

千絵

あやちゃん弁当で、利用者の皆様がより安心して

私自身、実際に利用者様のお顔を見たり、ご家族の

召し上がっていただけるために具体的に行っている

方とお話する機会があった際は、より強くそれを実

取り組みとしては、武石産米の使用があります。ま

感する事が出来ました。配達員と利用者様の間でコ

た、現在進めている段階ではありますが食材の残留

ミュニケーションを取ることは、ご本人はもちろ

放射線量の検査もあります。

ん、ご家族や周囲の方へも安心感を与える欠かせな
い取り組みだと感じています。

私達は、日々、安心して口にすることのできる食
材を提供できるよう、常に気を配っています。ま

微力ではありますが、あやちゃん弁当では皆様の

た、食事そのものだけでなく配達の際も、必ず利用

生活に安心を届けるお手伝いをさせて頂きたいと考

者様に挨拶しお声をかけることを徹底しています。

えております。些細なことでも、ぜひ気軽に配達員

利用者様もただ黙って玄関先に置いていかれたお弁

や担当までお声かけ下さい。

当を、おいしく食べることは、難しいと思います。
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居宅介護支援事業
管理者

柳沢 裕美

「つながりを大切に」

ジャーは、家族の方と事業所の職員が、直接話し

ケアマネジャーはケアプランを作成します

合いができるよう、日程を調整して「サービス担

が、これは、本人や家族の方と相談しながら、利

当者会議」を開催します。家族の方が、困難な介

用者のそれまでの生活や生き方を尊重し、どのよ

護を一人で抱え込まないためにも、関わっている

うな状態になってもその人らしさを維持していく

職員との横のつながりを大切にしたいからです。

ために、必要な支援につなげていく仕組みづくり

在宅での様子を共有し、さらにその情報を医療機

を行うためのものです。

関につなげていくことで、Aさんは、前頭葉・側

しかし、いくら利用者や家族の方との信頼関係

頭葉認知症と診断され、なぜ介護が困難になった

が出来ても、利用者の疾病で、家族の方だけでな

のか、原因が明らかになるとともに、医師から説

くサービス事業所の職員も、介護が困難になった

明を受けることで納得ができました。認知症の種

ケースがありました。

類もいろいろあります。その方の状態に合った介

Aさんは男性で一人暮らしをしていましたが、

護サービスの対応を知ることで、Aさんとの関わ

家族への暴言や、トイレ誘導時にヘルパーの手を

り方を家族の方やサービス事業所の職員と共有で

叩いたり、デイサービスでは入浴時に着替えをさ

きます。ケアマネジャーと家族の方だけではな

せてもらえず出てきてしまう事がありました。性

く、医療機関も含め、関わっている職員全員で話

格上のものか疾病なのか、この場合のように、介

し合っていくことが利用者の安心につながってい

護サービスが困難になってくると、ケアマネ

くと思います。

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

ポータブルトイレ用消臭シート
販売価格

￥700円

シート状の消臭剤が、すばやく水に溶
け効果を発揮します。計量の手間がな
く、シートを1枚入れるだけの簡単作
業で、手や衣服も汚れません。汚物と
一緒に流せて抗菌効果があり、いつも
衛生的です。

ーステーション
ヘルパ
ヘルパー 上原

知枝

「ヘルパーさんが来てくれるからこんな年寄りでも元気で居られる」と手を合わせて下さる方がいらっ
しゃいます。
「何から何までやってもらい、おかげで生活ができている」と喜ばれている方がいらっしゃいます。
この様な一人一人の利用者さんのお声があるからこそ、私たちヘルパーは『痒い所に手が届くサービス』
を行っていくことでお応えし、更に安心感のある対応に努めたいと思います。
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デイサービスセンター和田

心と物を「準備」する安心
心に深く刻まれ、今なお復興への努力が続

施設長

山崎 勝彦

く東日本大震災ですが、被災地の高齢者福祉
施設の施設長を講師に迎えて行われた「災害
時に於ける高齢者のケア」の研修を受講しま

災害に備えて少しでも多くの支援ができる

した。
復興までの長く厳しい過程を歩み続ける運

体制作りが必要です。まずは施設側から地域

命を負うのは、被災した地元の人間であり、

の皆様に対して、積極的に働きかけることが

「助け合う」という力を非常時により有効に

重要だと考えています。

するのは、平常時からの、支えあい、そして

デイサービスセンター和田（高齢者生活福

係わり合える人間関係の構築が重要だとのお

祉センター）は長和町指定避難施設になって

話が心に深く残りました。

います。年2回の防災訓練では、地域の方に
も訓練への参加をお願いしながら、非常時に
備え避難の仕方、避難場所等の確認をしてい

研修会の話の中で、88歳の女性の一人暮ら

きたいと考えています。

しで、身よりがなく、近所との交流もない、

水・食料・緊急時の備品等については、再度

認知症が進行し生活に不安を抱えていた方の

見直しをかけて、地域の方の助けにもなれる

事例をうかがいました。

ように備蓄の体制を強化しているところです。

震災前に関係機関が通所介護の利用を勧
め、週3回のデイサービス利用を受け入れて
いただきました。迎えの際に不在ならば、職

「備えあれば憂い無し」という言葉の「備

員が近所の方にも声をかけてみるように心が

え」は物心両面であることを念頭に置き、非

け、それまでは交流のなかった近所の方も、

常時においても地域の求めに応じられるデイ

デイサービスの利用開始に、安心され見守り

サービスを「準備」したいと考えます。

に協力をしてくださるようになってきまし
た。そんな矢先に東日本大震災が発生してし
まったそうです。
震災の翌日、デイサービスの職員がご利用
者の安否確認に訪問したところ、近所の方が
その方の家で寄り添っていて下さったそうで
す。
福祉サービスや地域との関わりを持つこと
で、孤立せずにすんだ事例を目の当たりにし
て、
「つながり」の大切さを改めて思い知ら
されたと話してくださいました。
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和田から

グループホーム

サービス外部評価
施設長

グループホーム和田では、昨年12月に

児島

慎二

「サービス外部評価」を受けました。「安

この広報誌をはじめ、今回のサービス外

心を届ける」という今回のともしびだより

部評価や運営推進会議、法人全体の事業報

のテーマについて考えた時、この「サービ

告会などの場を通じて、グループホームで

ス外部評価」のことを地域の皆さんにご紹

のサービスや事業の内容をお伝えしていく

介しようと思いました。

ことが、地域の皆さんに対して、安心を届

グループホームでは提供するサービスの

けるということの第一歩と考えています。

自己評価と外部評価を1年に1度受けること

これからもグループホームのことをたくさ

が義務付られています。自己評価は、サー

んの方々に知っていただけるよう、サービ

ビスの質の向上に向け、提供しているサー

スの内容やイベントの情報を発信していけ

ビスを私たち自らが確認しなおす機会にな

ればと思います。

ります。外部評価はご利用される方やご家
族の安心と満足を考えて、改善に向けての
努力と体制づくりを促すこと、施設に対する
信頼を高めることなどを目的としています。
そして、こういった評価の結果などはイ
ンターネットでWAMNET（ワムネット）
を検索すると、ご覧いただけるようになって
います。

日記
「貼り絵づくりが
ブームです」
細かくちぎった紙を貼り付けて作る貼り絵。
集中と根気が生み出す、おもしろい世界です。皆さん、自
分の貼った部分を覚えていらっしゃるほど、ブームとな
りました。「花火」と「ひまわり」の大作は、秋の長和町
文化祭にも出品し、そして「賀正」が新年を飾りました。
さあ、今年は新たに何ができるのでしょう。
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平成23年度

理事会・評議員会報告

「橋場なごみや」
をご利用ください

平成23年12月27日開催

報告及び議案

「橋場なごみや」
は、グループホーム和田の
共用スペースを使用した認知症対応型デイ
サービスです。定員は3名と少人数ですが、
グループホームの日常を一緒にゆったりと
過ごすことができます。

○理事長専決事項の報告について
（理事会のみ）
○ホームヘルパーステーションこ
すもす和田の事業廃止について
○平成23年度社会福祉法人依田窪
福祉会一般会計第2次補正予算
書について

長和町にお住まいの方等、
要件がございますので、
担当のケアマネジャー、
もしくはグループホーム和

○平成24年度調理業務委託業者の
選定について（理事会のみ）

田（電話：88-0088）
までお問い合わせください。

「事業報告会」
平成23年度上半期の事業報告会を開催しました。役職
員、地域の皆様をはじめ、大勢の参加をいただくととも
に、東日本大震災のボランティアとして伺った、宮城県東
松島市の社会福祉法人ことぶき会（ケアハウスはまなすの
里）から、伊藤寿志施設長が参加してくださいました。
上半期事業の報告、海外研修報告、職員表彰などを行
い、質疑や要望なども多くいただきましたので、今後の活
動に活かして参ります。

社会福祉法人
●法人本部

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
●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。

11

●一部

100円

