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就任のごあいさつ
理事長

渡邉

和美

この度、理事の互選により理事長を拝命いたしました渡邉和美でございます。一
生懸命、地域福祉の向上、そして、利用者の皆様方が笑顔いっぱいに過ごしていた
だけるよう努めてまいります。
私は、長和町役場職員として37年間を勤め、今年の3月末日で退職をいたしまし
た。その間、依田窪在宅福祉医療センター事務局長、依田窪病院の事務部長、長和
町役場の総務課長として勤務し、微力ではありましたが、側面から施設運営に協力
をさせて頂いておりました。そんな関係もあり、今回のお話があったものと思って
おりますし、長和町、上田市、当施設とのトライアングルの架け橋としても重要な
役割があるものと考えております。
さて、前理事長であります羽田長和町長、並びに伊藤武石センター長、そして、
理事・評議員の皆様方には、昨今の各法人が運営する事業を取り巻く環境のめまぐ
るしい変化、幾多の社会の変遷、困難期を的確に取り組み、素早い対応を図り、乗
り越え、今日の依田窪福祉会を地域の福祉施設の拠点として礎を築かれてきており
ますことに、敬意と感謝を申し上げたいと思います。これからも、今まで以上に大
きな力を発揮いただきまして、この依田窪福祉会に、ご支援ご協力をお願い申し上
げます。
今、社会福祉改革が進み、営利追求の福祉が一方に見え隠れしている中で、改め
て当施設の創設時の理念と同時に時代のニーズへの正しい対応と、人々の幸せと安
心できる生活の場として、間違いのない経営を法人関係者皆さんとともに考えてい
きたいと思いますので、ご協力をお願い申し上げます。
私がモットーとしていることは、明治の作家、武者小路実篤さんの言ったことで
ありますが、" 他人の位置に時々自分をおき、自分の位置に他人をおき、他人の気
持ちを察し、小我をのさばらすな " であります。
理事長という舵取り役を仰せつかり、その職責の重大さに戸惑っておりますが、
このモットーを忘れることなく、全職員一丸となって利用者の皆様が健康に笑顔
いっぱいに過ごして頂けるよう努めると共に、地域に根差した施設づくりを実現す
るため、微力ではありますが努力して参りますので、ご指導・ご鞭撻を賜りますよ
うお願いいたしまして就任のご挨拶とさせていただきます。
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顧問

羽田

退任のごあいさつ

健一郎

平成9年4月1日、当時の長門町、武石村、和田村によって設立された社会福祉法人依田窪福祉会に
より、依田窪特別養護老人ホーム「ともしび」が開設され、早いもので16年が経過いたしました。
法人設立当初は、特別養護老人ホーム「ともしび」一つのみであった事業も、今では長和町および
上田市武石地域内に、デイサービス等を中心に8カ所設置され、依田窪南部地域の皆様方の介護をは
じめとする様々な福祉ニーズにこたえるべく、事業を実施しております。これも、ひとえに、地域の
皆様方の開設以来の永きにわたるご支援の賜物と、深く感謝申し上げたいと存じます。
さて、依田窪福祉会は、依田窪3町村が設置した社会福祉法人であったため、民間組織ではあるも
のの、これまで旧長門町・和田村・武石村、そして今の長和町の町長が交代で理事長を務めてまいり
ました。私は開設当初から理事を務め、その間に平成10年7月から平成15年1月末までの4年7か月
間、次いで平成18年1月から現在に至るまでの6年6か月間の11年余り、理事長を務めさせていただ
きました。
このたび、依田窪福祉会が民間法人としての経営力をさらに高めるため、新たに専任の理事長を設
置することとし、7月に開催された評議員会及び理事会において、長和町在住の渡邉和美氏が理事長
に選任されました。
ここに改めまして、在職中に頂きました様ざまな関係する方々及び機関からのご支援とご協力に感
謝申し上げますとともに、新理事長のもと、新たな体勢でスタートする依田窪福祉会に対し、今後も
変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますことをお願い申し上げ、退任のごあいさつとさせていただきます。

平成23年度決算報告
《社会福祉法人依田窪福祉会》

貸借対照表の概要

（平成24年3月31日現在）

資産の部
流動資産

固定資産
基本財産
その他の固定資産

240,650

576,442

（単位：千円）

負債の部
流動負債

51,110

固定負債

61,627

負債の部合計

基本金
国庫補助金等積立金
その他の積立金

資産の部合計 817,092

112,737

純資産の部

495,336
81,106

事業活動収支計算書の概要
（自 平成23年4月1日 至

1,000
462,739
0

次期繰越活動収支差額

240,616

純資産の部合計

704,355

負債及び純資産の部合計

817,092

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

※貸借対照表は社会福祉事業にかかる報告のみ
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平成24年3月31日）

（単位：千円）

合 計 社会福祉事業 公益事業 収益事業
1,945
647,294
577,320
68,029
1,809
648,057
585,573
60,675
136
-763
-8,253
7,354
0
62,578
62,461
117
160
59,595
53,301
6,134
-160
2,983
9,160
-6,017
-24
2,220
907
1,337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24
2,220
907
1,337
24
242,058
239,709
2,325
0
244,278
240,616
3,662
0
0
0
0
0
244,278
240,616
3,662

依田窪特別養護老人ホーム

居宅介護支援事業

ヘルパーステーションこすもす武石

「社会に対してできること」
今年度から、特養ホームともしび内に居宅介護支援
施設長・管理者

事業、ヘルパーステーション「こすもす武石」の事業

杉浦

剛

所が移転したことは、前号の「依田窪福祉会ともしび
だより」でもお知らせしたところですが、この何ヶ月

お連れすると、近所に住む認知症の方とのこと。暑い

かで、住まいとしての特養ホームだけではなく、在宅

日でしたので、十分に水分を取っていただき、休憩を

の様子を見聞きし

していただいたあとにご自宅へお連れしました。

在宅での支援

の必要性を改めて

感じています。

こすもす武石では、事業計画において、日常的に地

ある暑い日のことでした。こすもす武石のヘルパー

域を訪問している利点を生かして認知症の方を中心に

が、訪問先への移動中に道を歩く高齢の方を見かけま

発見や保護に努めることとしています。ホームヘル

した。よろけるような歩き方と苦痛な表情が見られた

パーは、身体の介護や家事のお手伝いなど、おもに介

ので、様子がおかしいと感じたヘルパーが声を掛けた

護保険サービス等の提供を行っていますが、通常業務

ところ、つじつまの合わない話がかえってきました。

の範囲を越えて、地域の「見守り」としての役割も重

ちょうど近くに同僚のヘルパーの自宅があり、そこへ

要であると思われます。

6月27日、上田市の土砂災害防災訓練が武石地
域で行われ、対象地域に該当する特養ホームとも
しびも参加しました。9時15分、避難勧告が出さ
れ、消防団の方にも応援をお願いし、実際に車椅
子を押していただき避難訓練をしました。

上田市武石地区土砂災害に対する
合同防災訓練
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管理者

「誰もが、この地域に暮らして
よかった」と思えるために

甲田

伸子

ス鳥屋で、訪問歯科協会のながい歯科の先生に「お
口の健康診断」実施していただきました。必要な方

デイサービスでは、利用者が出来る限り自宅で暮

は、ご自宅での治療が受けられます。こうしたこと

らし続けることができるよう、日々の生活上のお世

が組み合わさることで、在宅での生活が可能になっ

話や、身体的な介護を行ったり、社会から孤立しな

ていきます。

いようなお手伝いをしております。しかしデイサー

また、デイサービス鳥屋ではご家族やヘルパー、

ビスは、皆様がご利用される時間の中でしか支援を

ケアマネジャー等と出来る限り協力をしていきたい

行う事ができません。私たちひとり一人の生活は、

と考えています。不在がちのご家族にはメモを置い

24時間365日切れ目なく続いていることを思う

て着替えの準備をお願いしたり、お薬をお預かりし

と、デイサービスだけではカバーしきれない時間帯

ている方には、ヘルパーさんと連絡をとりながらお

や事柄があることが分かります。

薬がきちんと飲めるよう情報を交換しています。

ご自宅での生活を支えていくためには、ホームヘ

デイサービスがその中でのサービスだけに終始せ

ルパーや、配食サービス、訪問看護、訪問診療など

ず、地域の方やご家族の力もいただき、「誰もが、

も使って連続的に支えることが必要になります。ま

この地域で暮らしてよかった」と思える地域福祉の

た、ご近所の方が気遣って声をかけてくださった

一端を担えるよう、日々努力をしていきたいと思い

り、回覧板を回してくださる。6月にはデイサービ

ます。

宅老所

かみほんいりだより

この度、デイサービスセンター上本入に配属に
なりました長井孝子と申します。よろしくお願い

管理者

長井

孝子

致します。
こちらのデイサービスに異動した当初は地理が

サービスセンター上本入を知って頂き、地域交流

分からず、送迎の際は緊張しながら利用者さんの

の場にしていただく取り組みを今年も行う予定で

お宅にとにかく無事に着かなくてはとハンドルを

す。どんなことをして過ごしているのかといった

握りしめる毎日でしたが、
「上本入」と書いた車

疑問や、こんな時はどうしたらいいのかといった

を見た近所の方が笑顔で頭を下げてくださった

ご相談など、地域の方々とコミュニケーションを

り、利用者さんやご家族が「ここをまっすぐ行っ

とる機会をつくっていきたいと考えています。ま

たら右だよ」と何回も道を教えてくださったり

た、いざという時の避難誘導の際にもお互いに助

と、緊張の日々の中にもこの地域のあたたかさに

け合えるような関係作りにも力を入れて行きたい

ホッとすることができました。

と考えています。このように地域のみなさんの声

デイサービスセンター上本入では、地域の方々
を招待し茶話会を開くなど、この地域の方にデイ

をお聴きしながら、この地域になくてはならない
デイサービスでありたいと思っております。
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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

人生の最期まで、
自分の家で暮らしたい

福祉の施設は様々にありますから、無理を重

デイサービスは介護保険では居宅サービスの

ねてまで在宅にこだわるのは、高齢者の方に

施設長

山﨑

勝彦

とっても、ご家族にとっても、決して好ましい

中の通所介護に位置付けられます。
自宅からデイサービスに来ていただき、日中

ことではないと思います。介護施設への入居を

を過ごし、夕方には自宅に戻っていただくの

選択することで、幸せな時間を得る方もいらっ

が、通いで施設を利用される「通所介護」にあ

しゃることでしょう。その点を踏まえながらも

たります。

「最期まで、笑って楽しく、自分の家で暮ら

在宅で生活される高齢者の方々は、一人暮ら

す」ための強力な助っ人でありたいと願って、

し、老老世帯、ご家族との同居など様々です。

デイサービスは日々努力し、皆様のご利用をお

高齢者の方の在宅での生活を安全でより快適な

待ちしています。

ものにし、それを維持していくために、家族の

「家はいいよ、テレビのリモコンを好きにで

支えを基盤とできるなら良いのですが、それぞ

きる」そう言って笑顔をみせてくれたおじい

れの事情もあるものです。ですから、かなうな

ちゃんの、自由な生活を支えられるデイサービ

ら、まず家族の支え、そして地域の馴染みの

スでありたいのです。

方々の理解と協力、適切な福祉サービスの利
用、これらがうまく連携し調和することが必要
になります。また熱心に活動してくださってい
る民生委員の皆さんも、強力な支援者となって
くださいます。
通所であるデイサービスをご利用いただくこ
とは、自宅での生活を継続されていることにな
りますから「最期まで、自分の家で暮らした
い」そう願う方にとっては、デイサービスの役

かしわもち作り

割は重要だと私たちは考えています。

柏の葉を使って、
「柏餅」を作りま
した。皆さん手つきが良いですね。

利用者と介護職員としてのお付き合いではあ
りますが、人生の大先輩です。重ねてきた日々
を知ることで考えさせられることも多く、また
培ってきた経験から教えられもします。背筋を
伸ばしたくなるような敬意の念を感じては、そ
の気持ちを大切にしていこうと努めています。
「最期まで、自分の家で暮らしたい」そう
願っている方々に、私たちは介護のプロとして
もう一つお手伝いするべきものがあります。そ

外食

れは在宅での生活に、楽しみと笑いをプラスす

恒例の外食イベントです。
とてもおいしかっ
たようで、
きれいに残さず食べました。

ることです。
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管理者

西澤

茂洋

地域社会で暮らすため
デイサービスセンター大門では、来年４月に
向けて新しい事業

ば利用したいとの声をお聞きしてまいりました。

小規模多機能型居宅介護

介護が必要な状況になっても可能な限り自宅

の準備をしています。これは15人程度の「通

で生活したい。そのように考える方が、利用で

い」のサービスを中心に実施し、利用者の必要

きるサービスの選択肢が増える事により、今ま

に応じて「訪問」や「泊まり」のサービスを提供

でには無かった在宅介護の方法を検討できるよ

することができる事業です。すべてのサービス

うになります。そして永年暮らした地域社会と

を1つの事業所が行うため、通いなれた場所に

の関わりを保ったまま、在宅での生活を続ける

泊まれる事、どのサービスを使っても職員が変

事ができるようになるかもしれません。

わらない事が、今までのサービスになかった大き

な限り

な特徴です。長和町内には同様のサービスが提

るよう、デイサービスセンター大門にできる取

供できる事業所はありませんが、これまでも地

り組みを行い、今後も地域福祉推進の一翼を担

域の方々よりそのようなサービスが実施されれ

えるようにしてまいります。

デイサービスセンター

地域福祉に対しての理解

可能

の可能性を広げ地域の方々の役に立て

長 久 保
管理者

柳沢

裕美

長和町の高齢者プラン「第5期介護保険事業計
画」には、地域の福祉課題の一つとして「認知症高

コミカルに演技を行い、見ていただきました。ま

齢者の理解と支援を行う」という項目があります。

た、長門ブロックからは各管理者がデイサービスの

長門ブロックでも介護保険事業だけでなく、認知

事業内容や行事を紹介しました。

症啓発事業として長和町在宅支援係と社会福祉協議

寸劇が終わり、参加者と私たち職員がお茶会をし

会の職員とともに、1ケ月に1回社会福祉協議会が

ている所で、あるボランティアさんが、介護保険が

主催する「いきいきサロン」に併せて各地区に出向

始まる前に、認知症に対する偏見が強かったこと

いて、講話や寸劇を行っています。

や、地域でも理解が得られなくて、家族が隠さなけ

講話の中で職員が認知症はだれにでも起こりうる

ればならなかったこと等、体験話をしてくださいま

脳の病気であること、また認知症の人が記憶障害や

した。まだまだ認知症に対しての偏見や、家族だけ

認知障害から不安に陥り、その結果まわりの人との

で問題を抱え込んでいる場合がみられます。心配事

関係がそこなわれることもしばしばみられ、家族が

や相談事があれば各デイサービスに紹介してほしい

疲れきって共倒れになってしまうケースもあること

と思います。

を説明しました。その後に、職員が寸劇で「徘徊す

これからも行政や社会福祉協議会との連携を行い

る高齢者」と「物を取られたと妄想する高齢者」の

ながら、各公民館に出向いて地域の方たちとコミュ

2話を、家族の対応の良い例と悪い例に分けて少し

ニケーションを取っていきたいと考えています。
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デイサービスセンター和田

「施設サービスの可視化」
施設長

渡邉 善和

「福祉の施設って気にはなるけど敷居をまた
ぎにくい」、
「どんな所か分からないし、今のと
ころ用もないし」…そんなふうに思っている方

また、地域の方に力をお借りするだけではな

が多くいらっしゃるかと思います。特に、大き

く、地域への貢献も行なっていきます。現在、

な施設になれば尚更そのように感じてしまうか

地域貢献として、和田学校コミュニティーに加

もしれません。

えていただき、キャリア体験支援部として中学

今日、社会福祉法人に対しては、経営や事業

生の職場体験の受入れを行なっています。今年

内容の不透明さが指摘されています。そのた

度からは、安心・安全支援部としても活動に加

め、
「積極的な情報開示、情報提供」とともに、

えていただき、デイサービスの送迎にあわせ、

「地域に開かれた法人づくり」「地域のつなが

登下校時の子供たちの見守りを行なうことにも

りの構築」などが社会から求められています。

なりました。その他、長和町とも連携しながら

しかし、サービスを利用する目的以外での来

認知症の啓発活動も行っており、今後も「地域

訪者や、相談に見える方は残念ながらあまりな

に開かれた法人づくり」「地域のつながりの構

いのが現状です。踊りや演奏・歌を唄いにな

築」について、積極的に取り組んでいきたいと

ど、ボランティアとして見える方もいらっしゃ

考えています。

いますが、それほど多くはありません。ほとん
どの方は、介護が必要になり、サービスの利用
者となって初めて施設を訪れます。
思い返すと、これまで私たちは、自分たちが
施設の中に居ながら、
「外部の方に来ていただ
けないだろうか」と、考えていたのではと思い
ます。敷居をまたぎにくいのに中で待っていて
も来て頂けるはずがありません。
今、デイサービスセンター和田では、利用者
に生きがいをもってデイサービスに通っていた
だくため、少人数の活動を自分で選んで参加し

和田小学校の緑化ボランティアの子供たちが、

ていただけるよう取り組んでいます。これには

デイサービスに遊びに来てくれました。子供たち

職員だけでなく、地域のボランティアの方の力

とお年寄りが一緒にゲームをしたり、子供たちに

をお借りしなければ成り立ちません。私たち

飛行機やタコの折り紙を教えてもらったりしなが

は、地域の行事や活動に積極的に関わり、地域

ら楽しみました。子供たちから花をプレゼントし

の方とコミュニケーションを取りながら、私たち

てもらい、お年寄りからは「綺麗だね」「何の花だ

の活動を知っていただくよう努めていきます。

ろうね」などの声が聞かれ、楽しいひと時でした。
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和田から

グループホーム

「地域に必要とされる施設へ」

施設長

今回の広報紙のテーマは、
「社会に対する基

児島

慎二

本姿勢」です。
グループホーム和田にとっての「社会」と

ました。地域に出ていき、直接地域の皆さんと

いうものを考えた時、事業所の所在する地域

触れ合うことで、参加者の方々の介護や認知症

のことがまず頭に浮かびます。

に対しての色々な質問や相談などにもお答えす

私たちは地域の中で活動する施設として、

ることができました。しかし、逆に考えれば、

地域に対してどのような貢献ができるかを考

このような場が無ければ、困りごとや相談事が

えていく必要があると思います。

あったとしても、なかなかお聞きできる機会が

現在、長和町に所在する事業所では、町の

少ないのも現状のように思います。

地域包括センター、社会福祉協議会と連携

事業所としても、さまざまな地域のニーズを

し、各地区の公民館で認知症介護に関する寸

汲み取り、対応していくために、今以上にご家

劇を行っています。この活動は地域の皆さん

族や地域の皆さんと接することのできる機会を

の認知症に関する理解の促進を目指し、23年

設けていく必要があると思います。そして、将

度より行っているものですが、今年度は認知

来的には、地域に必要とされる「福祉よろず相

症サポーター研修にもお邪魔させていただき

談所」のような存在になれればと思っています。

配食サービス
武石地域担当

「地域の食に関わる」

小井土

千絵

早いもので、武石地域の配食サービスを担当し
て1年が経ちました。この1年、新しく配食サー

に出来るよう、今後とも尽力してまいります。

ビスの利用を開始する、様々な方と接する機会が

気候がだんだんと夏らしくなり、食中毒の発

ありました。

生しやすい時期になってまいりました。同時

配色サービスの利用を開始するきっかけは様々

に、朝夕と気温差が激しく、体調を崩しやすい

ですが、どの方も自力での買い物や、調理に不便

時期でもあります。あやちゃん弁当では調理や

を感じていらっしゃいました。私が日々の業務を

配達の際、細心の注意を払っておりますが、ご

行う中で、
「もう少し利用日数を増やしたい」と

家庭でも衛生面にご注意いただ

いうご要望や、変更やキャンセルの連絡の際に

き、極力早く召し上がるようお

「いつも助かっています」等の言葉をいただくた

願い致します。

び、皆様の食事を任されているということの重大
さを噛み締めます。皆様のお食事を少しでも豊か
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台湾視察研修を終えて
依田窪特別養護老人ホーム
ケアワーカー

橋詰

佳代／佐藤

有見

また、言葉の通じない異国の地で、認知症の方の心
境も少し学ぶことができました。街中を歩く際、地理
も言葉もわからず、土地勘もなく台湾のシステムもわ
入居者とは日本語で会話ができます

からず、意思疎通も困難…。そんな状況に置かれ、も

2月24日から2月29日まで、台湾への視察研修に参

の凄い不安と恐怖に襲われました。認知症の方は常に

加しました。台湾の施設では、職員、利用者、家族間

そういう不安な気持ちを抱えているのかもしれませ

の関わりやコミュニケーションの取り方が素晴らしい

ん。その不安を私たち

と伺っており、その点を学ぶことを今回の研修の目的

は感じ取り、ケアして

とし、特別養護老人ホーム、デイサービス、グループ

いかなければならない

ホーム等を視察しました。実際に訪問し、人と人との

と改めて実感し、身を

つながりの大切さ、支え合いの素晴らしさをたくさん

もって色々な体験をす

学ぶことができました。

る事ができました。

現地のスタッフとのコミュニケーション

デンマーク海外研修報告

「デンマーク視察研修に参加して」
グループホーム和田

6月10日から1週

施設長

間、デンマーク視

児島

慎二

察研修に参加し、

あることに気付かされました。日本では子供が親の面倒を

現地の介護ヘル

みるといった形が多くみられますが、デンマークでは子供

パーの訪問介護へ

と同居するという文化そのものがありません。「可能な限

の同行、認知症デ

りの在宅生活」というモットーのもとに高齢者が自分の生

イサービスの視

活に関することは自分で選択しながら、ホームヘルパーな

察、特別養護老人ホームの視察などを行ってきました。

どを利用し、住み慣れた家で生活を続けています。

デンマークは、世界有数の福祉先進国として有名です。

しかし、その裏には手厚い福祉政策を支えるための財源

今回の研修において、私がもっとも印象に残ったことは、

となる高額の税金があります。そして、国自体の歴史や文

デンマークと日本の福祉におけるシステムの違いです。

化、国民性なども日本と違うため、デンマークのシステム

デンマークにおける高齢者福祉は地方の行政を中心とし

全てを手本とすることは、困難な部分もたくさんあるよう

て、医療と介護が密に情報の共有を行っています。その中

に感じます。反対に介護職員をみれば、日本人の細やかな

で高齢者の方々も当然の権利としてサービスを選択し、利

対応や技術は決して劣ってはいないと思いました。

用し、自分らしく歳を重ねていけるシステムが作られてい

今回デンマークの高齢者福祉の情勢を学ぶことによっ

ると感じました。

て、デンマークのシステム自体の素晴らしさ、大切さを勉

日本では、平成12年より始まった介護保険制度におい

強することができたと同時に、日本の福祉の長所、短所を

て、保険料を納めたうえで、サービスを利用すると、さら

改めて考えること

に利用料金の1割を負担する形になっています。一方、デ

ができ、とても充

ンマークは在宅での介護やホームヘルパーに関わる料金

実した研修となり

は、全て無料となっています。また、日本とデンマークの

ました。

間には、高齢者福祉に対する考え方自体にずいぶん違いが
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事業報告会
平成24年度第

ビスセンター長久保が選ばれ、23票を獲得しまし

1回事業報告会を

た。また、特別賞として、
「台湾研修報告」にも

実施しました。

豪華賞品が理事長から授与されました。

今回から内容を

惜しくも次点となったのは、デイサービスセン

見直し、事業報

ター和田「サービスの質向上への取り組み」14

告や研修報告に

票、デイサービスセンター長門「 少人数アクティ

加え、全事業所から「改善」をテーマとした報告

ビティ

を盛り込みました。地域の皆様にもご案内し、当

ました。次回の事業報告会では、さらに充実した

日は役職員をはじめ、90名の参加がありました。

報告ができるよ

事業所からの報告では、すべての報告が終了し

う「改善」を続

たところで、参加者全員に投票してもらい、優秀

けていきますの

賞の発表です。優秀賞には、試行錯誤を重ねなが

で、上半期の事

ら実施し、毎年の恒例行事となった

業報告会をお楽

と

蚕の飼育

味噌作り

をテーマとした発表で、デイサー

における取り組みについて」13票となり

しみに。

3法人対抗ソフトボール大会行われる！
！
7月21日、社会福祉法人恵仁福祉協会様、社会福祉法人みまき
福祉会様、当法人の3法人で、恒例となったソフトボール大会を
開催しました。各法人で1チームずつ選出し、計3試合を行いま
した。時折、小雨も降る曇天の空模様でしたが、珍プレー、好プ
レーの続出で、普段とは違う職員の一面が見られました。
試合後には、参加者全員でのバーベキューも行われ、法人の枠
を超えお互いの情報交換や試合の話題などで大いに盛り上がり、

「気合を入れて」

交流が図れた1日と
なりました。

「投げて」

「打って」

「走って」

職員募集のお知らせ
平成25年度採用職員の募集を開始しました。
来年3月に卒業見込みの新卒者の方で、介護職員、看護職員を募集
します。応募方法、勤務条件などお問い合わせは、社会福祉法人依田
窪福祉会（法人本部）、℡0268-85-2202までお願いします。
皆さんのご応募お待ちしています。私たちと一緒に働きましょう。
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「バーベキュー」

平成24年度

理事会・評議員会報告

平成24年7月10日
（火）開催分

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）
○社会福祉法人依田窪福祉会定款の変更について

平成24年5月25日
（金）開催分

○社会福祉法人依田窪福祉会経理規程の一部変更に

○理事長専決事項の報告について（理事会のみ）

ついて

○就業規則の一部変更について

○デイサービスセンター大門の小規模多機能への転換

○依田窪福祉会居宅介護支援事業運営規程の一部変

について

更について

○平成24年度社会福祉法人依田窪福祉会第一次補正

○ヘルパーステーション「こすもす武石」訪問介護および

予算について

介護予防訪問介護事業運営規程の一部変更について

○社会福祉法人依田窪福祉会役員の改選について

○ヘルパーステーション「こすもす武石」障害者自立支援法

平成24年7月12日
（木）開催分（理事会のみ）

に基づく居宅介護等事業運営規程の一部変更について
○平成２３年度社会福祉法人依田窪福祉会事業実績報

○理事長、
常務理事の互選について

告書及び資金収支決算書について

○役員報酬規程の一部変更について

ご寄附
ありがとうございました。

氏
長和町
上田市

／

／

名
佐藤

一男様

上小労働者福祉協議会様

上小労働者福祉協議会様よりご寄付
頂いたエレベーティング・スイング
仕様の車椅子2台と贈呈式の様子。

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/

●依田窪特別養護老人ホーム

☎85-2218

☎68-0226
●ヘルパーステーションこすもす長門 ☎68-5730
●デイサービスセンター 長門
●デイサービスセンター 大門

☎41-2123

●デイサービスセンター 長久保（宅老所） ☎68-3374

●短期入所生活介護事業

●デイサービスセンター 和田

☎88-0077

●デイサービスセンター 鳥屋（宅老所） ☎85-0010

●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 上本入（宅老所） ☎85-2115

●配食サービス事業 あやちゃん弁当

☎85-0052

●居宅介護支援事業

☎85-2047

●ヘルパーステーションこすもす武石

☎85-0098

●高齢者生活福祉センター

＊再生紙を使用しています。
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●一部

100円

