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所　感

理事長

渡 邉　和 美

  理事長に就任し、4ヶ月が経過しようとしています。その間、行政経験の目線で、施設職

員の行動、事務の流れ、利用者の入所環境等々を見てまいりました。結果、職員の皆さんに

は、それぞれの立場で役割を充分果たしていただいているということを感じましたが、一

方、改善すべきところ、廃止すべきところ等々が見えて参りました。

　特に、印象づけられましたことは、入所者皆さんのおかれている状況、そして、その気持

ちであります。

　入所されている皆さんは、生活上の様々なことが発生し自らの努力だけでは自立した生活

を維持できなくなっている皆さんであります。

　その皆さんの気持ちを察しながら日々の施設内の巡回を始めておりますが、遅かれ早か

れ、誰もがこのような立場になる可能性があるのかと思ったとき、非常にやるせない気持ち

になり、何とかして、入所者個々の状態に対応でき得ること、例えば、自分の家にいたとき

と同じような環境に少しでも近づけたいという気持ちが強くなりました。友達とお茶を飲み

交わしたり、談笑したり、野良仕事をしたり自由に過ごせることが、何よりも幸せでありま

すが、その小さな幸せさえも思うようにできない、そして、行き場のない悲しみを、自分自

身の心に秘め、日々を過ごしています。家に帰りたい、帰りたいという気持ちを抑えながら

……、法人が一方的に考えた施設設備、サービス内容等をいくら充実させていても、入所者

皆さんの置かれている精神状態、気持ちが生き生きとしていなければ何にもなりません。

　ここに入所している限り、それぞれの入所者に対応した、生き生きと生活できるシステム

づくりを職員と共に考えてまいりたいと思います。言い換えますと、施設連携、地域連帯の

考え方に立った支援を行い、個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で、障害の有

無や年齢にかかわらず、その人らしい、その人に合った、その人に安心のある、生活が送れ

るよう自立を微力ではありますが、職員と一体となって支援していこうと考えております。

　まだまだ勉強すべきところがいっぱいありますが、利用者のため、施設のため、強いては

地域福祉の向上のために、東奔西走して参りたいと考えております。地域の皆さんのご協力

をよろしくお願いいたします。

最後に一言
入所経験のない人は、入所されている人の気持ちを深く考えることができないが、

しかし、気持ちを察し、行動すべきであり、努力すべきです。
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ともしび夏祭り開催

　7月28日、ともしびでの夏祭りを開催しました。サックスの演奏、カラオケ、美ヶ原飛龍太鼓、職員の
踊りなど内容盛りだくさんで、利用者からたくさんの笑顔を見る事ができ、職員からは、早くも「来年
も夏祭りをやろう」という声が聞かれました。
　ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。

　昨今、テレビのニュースなどでは、高齢

者世帯の孤立化の問題や、長引く経済不況

の影響から来る生活困窮者の問題などが、

連日のように取り上げられています。これ

までとは違った形で、地域社会の福祉課題

がクローズアップされてきているといえま

す。

　社会福祉法人は、昭和26年の制度創設

当初から、地域の福祉課題への積極的取り

組みがその使命として求められてきました

が、今や、これら新たな福祉課題への取り

組みは不可欠です。社会保障審議会の部会

においても、その決意が社会福祉法人の関

係者により述べられています。

　依田窪福祉会では、平成9年の「ともし

今の社会福祉法人に
　　　求められているもの

び」開設当初から、当地域にお住まいの支

援の必要な高齢者の方々、とりわけ介護の

必要な高齢者の方々を中心に事業を実施し

てまいりましたが、これら社会の状況を視

野に入れ、これまでと違った視点や方法も

取り入れ、当地域の福祉課題に対し、その

状況を把握し、積極的に取り組む必要があ

ると感じます。

　新理事長のもと、地域の方々により設立

された法人創設の原点を考え、行動してい

こうと思います。

常務理理事・事務局長

村岡　裕
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施設長・管理者　杉浦　剛

「よりよいサービスに向けた職員育成」

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

　特養ホームともしびでは、朝礼の際に「ひと言当番」

を行っています。これは、介護、看護、ハウスキー

パー、総務、ほぼ全員が当番となり、あいさつに併せて

ひと言述べてもらうものです。ひと言の条件として、依

田窪福祉会の職員として、また社会人として守るべきこ

ととして定められている「行動方針」に沿ったものとし

ています。当番の職員は、各々の考えや気付いたことな

ど、事前に準備をするなど、ひと言当番に真剣に向き合

う姿勢が見られます。わずかな時間ですが、人前で自分

の意見を言うことや、法人の方針に沿った考えを身につけ

るなど、職員の育成につながっていくものと考えています。

　ご利用者によりよいサービスを提供するためには、職

員が仕事にやりがいを持ち、意欲をもって働ける、言う

なれば職員も満足できる条件を整えることもご利用者へ

の満足につながると思います。ともしびでは、以前より

もご利用者の重度化が進み、介護職員を中心に身体的・

精神的な負担が大きくなっており、仕事への意欲をどの

ように向上させるかが、現状の育成の課題といえます。

　そのため、東御市のみまき福祉会と、法人間連携の一

環で行う各種研修にて、重度化に対応するべく専門的な

知識や技術を学べる機会が設けられています。また、施

設内では、万が一に備えて救急救命訓練を毎月行ってい

ます。訓練では、看護責任者などが緊急時対応マニュア

ルに沿ってチェックをし、その場で必要な指導を行いな

がら、職員全員が同じ対応をできるようにしています。

同じ訓練を繰り返すことによって、新人からベテランま

で同じレベルの業務が出来るようになることも、職員育

成のひとつであるといえます。

　一方で、今年度から4日以上の連続した休みを計画的

に取るようにし、職員がリフレッシュし、新たな気持ち

で仕事に望めるようにしています。このように職員育成

の手段は多岐に渡るといえますが、ご利用者の安心や安

全につながることが第一であると考えています。

　あゆみ会の皆様には、普段から洗濯物たたみな
どのボランティアをお願いしていますが、今回は

大勢の方の参加で、草刈りなど庭まわりの清掃をしていただきました。また、ともしびの家族会である
さつき会の皆様には、年2回、障子の張り替えなど大掃除のボランティアをお願いしています。
　両日とも残暑の厳しい中、皆様汗をかきながらの作業、ありがとうございました。

長和町あゆみ会の皆様、
ともしびさつき会の皆様、ボランティアありがとうございました。
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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

　高齢者福祉には、社会福祉士、介護福祉士、ケアマ
ネジャー、ホームヘルパー、精神保健福祉士など多く
の職業の者がたずさわっています。医療分野の看護師
に専門看護師制度ができたように、現在、介護福祉士
にも「認定介護福祉士（仮称）」制度がつくられよう
としています。
　認定介護福祉士に求められる実践力とは、以下のと
おりです。これは、現在、介護の職にあるすべての者
が目指しているものではないかと思います。

・どのような利用者に対しても、最善の個別ケアの提供ができる。
・リハビリテーション等の知識を応用した介護を計画・提供で
き、利用者の生活機能を維持・向上させることができる。
・認知症のBPSD（周辺症状）を軽減させることができる。
・障害特性に応じた介護が提供できる。
・心理的ケア、終末期ケアを実践できる。
・家族に対して、見通しをもった説明、生活環境の整備、相談援
助等ができることで、家族の不安を軽減し、その介護力を引き
出すことができる。
＊「認定介護福祉士（仮称）制度の方向性について」日本介護福祉士会

管理者　甲田　伸子

管理者　長井　孝子

喜びを感じられる「福祉の職」でありたい

　私たちは朝夕の送迎
時、歩行が困難で本来車
椅子を使用した方がよい
と思われる方でも、ご本
人が「車椅子ではなく
歩いて車に乗りたい」
とおっしゃる場合には、

時間をかけて、砂利道を手をつないで歩くように
しています。
　「安全や効率を優先するのではなく、ご本人の
希望を出来る限り叶えていこう」と、職員同士で
話し合った結果です。ご本人、ご家族からは「わ
がままを聞いてくれてありがとう」と、感謝の言
葉をいただきました。
　先日は外出を企画し、スーパーでご自分の買い

物をされた方が何人かいらっしゃいました。普段
買い物に行かれない方も、「助かった」、「いろん
なものが安く買えてよかった」、「息子家族の分も
買ったわい」と、大変喜んでいただくことができ
ました。
　利用者が望まれることは多々ありますが、それ
ぞれに向き合い、その人らしい生活の支援ができ
るのが、私たち職員の働きがいにつながっている
と実感しています。
　私たちは、利用者の生活をどこまでも支えてい
く介護のプロとして、職員同士がより良いコミュ
ニケーションをとりながら、毎日最高の笑顔で、
利用者、ご家族と関わっていきたいと考えます。

　私たちの仕事は、毎日これらの積み重ねです。上級
資格を取得することが目的なのではなく、介護職が共
通の進むべき方向を明らかにして、日々の仕事に取り
組んでいくことが
大切なのだと思い
ます。
　利用者やご家族
の支えとなる仕事
が達成できた時は
きちんと評価があ
たえられ、職員も
また、喜びを得ら
れる職場でありた
いです。

これからも、お元気で。
デイサービスセンター鳥屋の七夕飾り、

思い出になるかな。

働きがいのある職場づくり
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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　「Ｂｅ Ｈａｐｐｙ」楽しくやろうよ！
　デイサービスセンター長門では、「9月から
心を新たにする」そんな決意をこめて、業務
目標を定め、職員一同その実現に向けて利用
者をお迎えすることにしました。
　その目標とは「行って楽しいデイサービス」です。
　ご利用者がデイサービスに何を期待してい
らっしゃるかを感じ取りながら、求められて
いる事に寄り添える介護を目指します。
　目標の達成のためにはどうしたら良いかを
職員で話し合いましたが、まずは、職員自身
が仕事を「楽しい」と思えることが何よりも
大切だと気づきました。
　毎日を笑って楽しく過ごせるなら、それほ
ど幸せなことはありません。
　職員が笑顔でお迎えし、ご利用者からも自
然と笑顔が出て、そこをスタートとして和や
かに一日が過ぎていく、そんなデイサービス
でありたいのです。
　デイサービスのご利用者は私たちにとって
は人生の大先輩でもあります。大先輩たちの
パワーは素晴らしいものがあり、本来なら
ば、私たちがご利用者を支援させていただく
のが基本ですが、逆になることも多々あるほ
どです。心から敬いつつも、補ってもいただ
き、そして助けてもいただく。大先輩パワー
に感謝しながら、笑顔で寄り添える介護がで
きることに努めます。
　いつも楽しく笑って過ごすのは、誰もが望
んでいることだからこそ、実はとっても大変
なことです。デイサービスセンター長門は、
施設長を先頭にして、良質な笑いの取れる介
護者になることをみんなで目指していきます。

私の好きな言葉は「Be Happy」
（楽しくやろうよ！うれし・安心・幸いあれの意）

敬老会
　9月17日「敬老
の日」、記念すべ
き「長寿祝」の方
に、手作りの賞状
をお渡ししまし
た。お祝いの紅白
まんじゅうと共に
とても喜んで頂
けました。

夏祭り
 夏祭りの花形！職員による「365歩のマーチ」を踊
りました。ご利用者からは拍手喝采で大盛り上が
りでした。

夏祭り２
　夏祭りでボランティアの山口社中様に踊りを
披露して頂きました。ご利用者の皆さん、踊る姿
に「うっとり」でした。ありがとうございました。
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長 久 保デイサービスセンター

管理者　柳沢　裕美
　デイサービスセンター長久保では、「基本は
利用者の方のため」を考えながら、日々のサー
ビスを行っています。「今日はどんな事がある
のかな。」と期待して来られる利用者の方に対
し、私達職員一人ひとりの関わり方で、その方
の一日の過ごし方が違ってきてしまいます。
　特にレクリエーションの時間には工夫をして
います。楽しみながら、手足がいつまでも良く
動くために役立つような体操を取り入れ、いつ
までもお元気で、慣れ親しんだ地域や住み慣れ
た自宅で過ごしていただきたいと考えていま
す。職員の学習は、認知症についての知識を深
めることはもちろんですが、レクリエーション
の充実や向上のための研修にも参加し、日々知
識が深まるよう努めています。

　さて、ある本の中に、「人ざい」という言葉
の「ざい」には、あてられる漢字が4つあると
書かれていました。「人罪」「人在」「人材」そ
して「人財」。もちろん「人材」以外は当て字
ではありますが、ここでいう「人財」とは、財
産となる人のことです。「君がうちの会社にい
てくれて、本当に良かった。君の代わりはいな
いよ」と言ってもらえる様な人です。
　デイサービスセンター長久保では、地域や利
用者、職場にとっても、この人ならと信頼され
る「人財」となるような育成を目指したいと考
えます。ご利用者に「今日も楽しかったよ。」
と言っていただけるようなサービスを提供して
いけたらと考えています。

「今日も楽しかった」の言葉に応えられる人材育成

管理者　西 澤　茂 洋

　来年4月より新たに実施する予定の小規模多機

能型居宅介護事業に向け、デイサービスセンター

大門は11月より建物の改修工事を行う事になり

ました。この工事に伴い約2ヶ月間、デイサービ

スの営業を一時お休みさせていただく予定です。

ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。

　この休止期間を活用し、デイサービスセンター

大門に所属している職員は、新事業の実施に向け

て、小規模多機能型居宅介護事業を知るための研

修を行う事にしました。新しい事業では今まで

行っていた「通い」のサービスの他に、新たに

「泊まり」と「訪問」のサービスを1つの事業所

安心して働ける職場づくり
で行う事になります。このようなサービスの提供

を経験した事のない職員にとって、何も知らずに

サービスを提供する事には不安や戸惑いが少なか

らずあります。その不安を払拭するため、新し

い事業所がどのような支援をするためにあり、

どのようなことが地域のためにできるのかを研

修を通じて学び、来年4月から自信を持ってサー

ビスの提供ができるようにします。

　新たな知識や経験を得るための研修や学びの機

会を設けることで、職員が安心して働ける職場環

境を作り、ご利用頂く方にも安心して通って頂け

るような事業所にしてまいります。
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デイサービスセンター和田

施設長

渡 邉  善 和

「研修から学んだこと」
　9月24日から4日間にわたり、認知症実践者

の研修に参加をしてきました。この研修は、認

知症介護に関する理念や知識、技術の習得を図

り、認知症高齢者に対する介護サービスの充実

を図ることが目的です。福祉に携わって17年の

間で、認知症に関する研修等に参加して学ぶ機

会は何度もありましたが、こんなにも集中して

学ぶ機会はありませんでした。

　研修で多くの時間を割いて学んだことは、認

知症者の見方でした。認知症の人を見る時、※注1

『認知症の人』と見るのか、※注2『認知症の

人』と見るかで、その方に対する関わりの持ち
ようは全く変わってきます。例えば、『認知症
の人』として見た時、もの盗られ妄想や家から

外に出ては道に迷ってしまうなど、周囲から見

れば問題となる行動にばかり目が向いてしまい

ます。その方がどうしたいのかは別として、お

金の管理方法を変えたり、鍵をかけて外に出な

いようにしたりといった、私たちにとって都合

の良い対応を考えがちです。ですが、『認知症の

人』として見た時、なぜその方がものを盗られ
たと考えるのか、なぜ家を出て行かれるのか

と、その方の内面に目を向け考えるようになり

ます。今回の研修を受け、自身がいつの間にか

『認知症の人』として見ていたという事に気付
かされました。

　現実には、その方の内面に目を向けると言っ

ても簡単にはできません。病気や薬の影響、過

去・現在の暮らしや生活歴、出来ること出来な

いことなど、多面的な視点でその方の内面を推

測し、分析をしていくことがその方の内面に目

を向けることだと学びました。

　今回の研修は、まさにこのともしびだよりの

テーマである「福祉人材に関する基本姿勢」に

ついての学びでした。認知症で有る・無いに関

わらず、私たちの支援は常に「その方がどう暮

らしたいと思っているのか」という、相手本位

の立場で考えていかなければなりません。その

ためには、病気や薬の知識、生活歴や暮らしの

環境・家族関係など多面的な視点で捉えていく

手法、権利擁護や的確な記録の方法と、幅広い

知識を身に着けていくことが重要だと考えます。

※注１『認知症の人』＝疾患・障害などの症状から、
認知症者を見ること。

※注２『認知症の人』＝人格・暮らし・尊厳などから、
認知症者の症状を理解しようとすること。

　ボランティアで来ていただいた矢嶋様に、コインやト
ランプを使って、見事なマジックを披露していただき
ました。デイサービスの職員による「笑い優先・なん
ちゃってパフォーマンス」に慣れているご利用者は、始
まってみてビックリ!!固唾を呑んで見守ると、「オ
オォ」、「フホッ～」そして拍手喝采。楽しい時間を過ご
すことができました。
　矢嶋様は歯科医とのことで、器用な手さばきに納得
でした。本当にありがとうございました。またのお越し
を楽しみにしています。

びっくりな楽しい時間
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配食サービス
長和地域担当

齋藤　嘉美
　あやちゃん弁当の調理現場の話です。

　デイサービスセンター和田の厨房には5名の方

が勤務されています。そのスタッフの中でシフト

が組まれ、毎日早朝から調理をしてくださってい

ます。

　今年に入ってからですが、ケガや病気等の事情

により休業される方が続いてしまい、通常のシフ

トが組めないことが多くなってしまいました。

　スタッフ減のままでも、年中無休の「あやちゃ

ん弁当」を切り回してくださっていて、提供され

るお弁当には何の支障も生じていませんが、厨房

スタッフの負担は大きいと心配していました。

請けた仕事

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　グループホーム和田では、認知症の利用者

の方々専門の施設ということもあり、職員の

認知症に対する知識や対応が大変重要になっ

てきます。そこで、毎年、法人内外の認知症

についての研修や勉強会などへ参加したり、

他のグループホームへ訪問することなどで、

新たな知識を得たり、自分たちの認知症の方

に対する接し方などを見つめ直す機会を作る

ようにしています。そこで学んだ事、感じた

事を会議などの場で発表し、職員全員が共有

できるよう努めています。

　人に関わっている私たちの仕事には、「こ

こまでやれば十分」というものは存在しない

と考えています。常に今以上のサービスを提

レベルアップ

供していくために、今後も職員一人ひとり

の、そして施設全体のより一層のレベルアッ

プを目指していきたいと思います。

　そんな時です、調理員さんが私を呼んで言われ

ました。

　「請けた仕事は、手離さないわよ。あやちゃん

弁当をきちんと提供するのにプライドをもってい

るから、やりきってみせるからね」

　仕事を責任持ってやり遂

げる心意気も加えて、日々

お届けしております。

長和町敬老会で
100歳の記念品をいただきました。
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●デイサービスセンター 長門 ☎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 大門 ☎41-2123

●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 和田 ☎88-0077
●高齢者生活福祉センター

●グループホーム和田 ☎88-0088
●デイサービスセンター 橋場なごみや

●配食サービス事業 あやちゃん弁当 ☎85-0052

社会福祉法人　依田窪福祉会　事業別連絡先一覧

●依田窪特別養護老人ホーム ☎85-2218
●短期入所生活介護事業
●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

●デイサービスセンター 鳥屋（宅老所） ☎85-0010

●デイサービスセンター 上本入（宅老所） ☎85-2115

●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

　講師に、独立行政法人労働者健康福祉機構・関東労
災病院、勤労者筋・骨格系疾患研究センター長の松平浩
先生をお迎えし、今年で3回目となる腰痛予防研修を、

ら腰痛を訴える職員もいるので、腰痛に対する正しい知
識を学ぶための研修として実施しました。
　腰痛のなかで、身体的な原因疾患がはっきりするもの
（腰椎椎間板ヘルニアなど）は15％程度しかなく、残り
の85％は原因がはっきりしない腰痛だということです。

腰痛予防で「これだけ体操」
これは、良くない姿勢や動作が原因
の腰への負担であったり、心理的な
ストレスに伴う脳機能の不具合が原
因とされています。
　この約85％にあたる腰痛は、セルフケアで対応が可
能であり、「安静のし過ぎ」や「心配のし過ぎ」は禁物と
いうことです。この腰痛予防の基本は、髄核の位置のず
れを放置しないことと、ストレスケアが重要ということ
で、「これだけ体操」を習慣にすることなどを学びました
のでご紹介します。
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