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【感謝】が繰り広がる
施設を目指して

理事長

渡 邉　和 美

　新年あけましておめでとうございます。

　希望に満ちた明るい正月をお迎えしたことと思います。日頃より当法人の運営に

関しましては温かいご支援ご協力をいただきまして心より感謝申し上げます。

　一昨年の東日本大震災により被災された皆様方、今もなお不自由な生活を送って

おられる皆様方へお見舞い申し上げますとともに一日も早い復興をお祈りしていま

す。

　昨年は、国内外とも多難な政治情勢におかれ、著しく政局不安定の中、民主党政

権下における衆議院議員選挙の結果は、民主党の惨敗、自民党の圧勝で終わりまし

た。自民党政権下ではさまざまな意見を集約し、安定的な国民の生活確保に向けて

邁進していただくことを強く期待したいと思います。当法人としましては国の福祉

行政を注視しながら力を合わせ、施設運営に頑張ってまいりたいと思います。

　また昨年は、顧問でもあります羽田健一郎長和町長、そして長和町の全面的なご

支援、ご協力を頂き、大門地区に小規模多機能型居宅介護施設が4月オープンを目差

し改修工事が進められているところでございます。完成後は地域福祉の拠点となる

よう大いに活用して参りたいと思います。

　さて、理事長就任の挨拶でも申し上げましたが、依田窪福祉会の仕事の対象は

「人」であり「利用者」であります。目的は、利用者の皆様の幸せと安心できる生

活の場を提供すること、そして、皆様の気持ちを察した運営であります。利用者の

皆様を大切にし、思いやれるように努め、その結果、利用者の皆様やそのご家族、

強いては地域でも【感謝】が繰り広げられるよう努力してまいります。また、職員

も一人ひとりがそうした使命感をもち、互いに切磋琢磨、連携しながら施設運営に

邁進してまいります。

　最後に、職員一同初心に帰り、設立当初の基本理念に基づき更に利用者本位の

サービス実現に向けて努力を重ねてまいりますので、今後とも変わらぬご指導ご鞭

撻の程よろしくお願い申し上げますとともに、今年も皆様方が活力に満ちあふれ、

健康で明るく笑顔の耐えない一年でありますようご祈念申し上げ、新年の挨拶とさ

せていただきます。

ひと
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さつき会・ゆりかごの会によるも
ちつき大会

　12月8日に毎年恒例のさつき会（家族
会）とボランティアグループゆりかごの会
による餅つきが盛大に行われました。「よ
いしょー」の掛け声がホールに響き、お
昼にはつきたてのお餅やおはぎをおいし
くいただきました。

　ご協力いただきありがとう
ございました。

　依田窪福祉会では、これまで、ショッ

ピングセンター内に相談窓口を設けた

り、小規模のデイサービス（宅老所）を

設置するなど、その時々に、「これがある

と介護が必要な方々にとって良いのでは

ないか」と思われる新たなサービスを、

私たちが発案し実践してきました。

　一方社会では、商品もサービスも、

メーカーなどが品質の良いものを作った

だけでは売れない時代になったため、品

質が良いのは当然のこととして、さらに

お客様のニーズに沿った商品を、お客様

の声を聞くことによって開発し、それが

売れるようになりました。この取り組み

は、「顧客満足への取り組み」などと表現

されています。

　私たちの仕事の根拠となる社会福祉法

社会福祉法人としての
　　依田窪福祉会の実践

第5条には、「利用者の意向に沿ったサー

ビス提供の責務」が規定されています。

つまり、福祉サービスにも、顧客満足の

視点が必要なことを示しています。これ

からは、私たちが、私たちの視点で良い

サービスを考えようとするだけではなく、

ご利用者やご家族、さらには地域の方々

の意向を十分にお伺いしたうえで、新た

なサービスを開発し、実践していく必要

があると考えます。

　本年は、そんな「利用者本位」の取り

組みをさらに進めてまいります。それ

が、社会福祉法人として求められる実践

に他ならないと考えます。

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

ご利用者のために

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、提供するサービスの質の
向上を目的として、昨年の10月に福祉サービスの第三
者評価を受けました。評価機関は、東京都の福祉サー
ビス外部評価機関であるNPO法人メイアイヘルプユー
に依頼しました。ご利用者からの聞き取り調査やご家
族へのアンケート、職員の自己評価のほか、評価機関
による面接などを行い、サービス面や運営面について
の評価を受けたなかで、特養ホームともしびの現状に
合った方針の必要性を感じました。
　依田窪福祉会の介護方針として、「ゆっくり・いっ
しょ・わがまま」を15年前の開所当初より掲げていま
すが、現在では、ご利用者の重度化が進むなど身体状
況等の変容により、この「ゆっくり・いっしょ・わが
まま」の方針が合わなくなってきている点がありま
す。例えば食事については、開所以来、ご利用者と職
員が一緒に食べることでコミュニケーションをとって
いましたが、現在では食事中の誤嚥に細心の注意を払
うことが重要になっています。また、入浴についても
体調の変化を起こしやすいため、同様な注意が必要です。
　特養ホームともしびでは、ご利用者の重度化への対

応の一つとして、看護師を基準よりも多く配置してい
ます。そのメリットを活かして、体調の変化にいち早
く対応し、嘱託医師による指示を仰ぎ受診や緊急の場
合の救急搬送など、協力医療機関とも連携し、ご利用
者への安心・安全の提供を心掛けています。また誤嚥
への対応について、理学療法士を中心に介護職員が知
識を深めるための取り組みを始めています。
　上小地域においては、この数年で新たな特別養護老
人ホームの開所をはじめとして数多くのサービスが出
来ており、充分に足りているとは言えないまでも、ご
利用者の選択の幅は広がっていると思われます。特養
ホームともしびとしても、ご利用者に満足していただ
けるよう特色のあるサービスを提供すること考え、重
度化への対応を一つの方向性として、上記のような職
員体制作りを進め、「ご利用者の安全を守る」ことを念
頭に笑顔で生きいきと過ごしていただけるように、職
員が一丸となって尽力して参りたいと思います。

サンタも登場。ユニットによる忘
年会

新年の書初め
　特養ホームともしびでは、1年の感謝の気持ちをこめて
ユニットごとに忘年会を行いました。職員の余興では、
桃太郎の劇や、踊りなど内容が様々で、入所者の方にも
笑顔が見られ、「よかったよ」とお褒めの言葉をいただき
ました。

　年が明け、1月1日に書初めを書いて
いただきました。98歳の方ですが、な
かなかの達筆です。
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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

　デイサービスは、皆で唱歌をうたったり、体操
をしたり、手作業で手芸をしたりと、女性向きの
活動内容が多いという印象があるようです。
　この頃、地域のある方から、「カラオケがあって
少しお酒も飲めるデイサービスがあったら男の人
にはいいと思う。」と、ご意見をいただきました。
実はデイサービスセンター鳥屋には男性の利用者
が少ないのです。そういえば、何年か前にデン
マークで見学したデイサービスでは、男性だけ集
まってチェスを楽しんでおられました。日本では
将棋や囲碁ということになるでしょうか。

管理者　甲田　伸子

管理者　長井　孝子

頼りになるデイサービスとなるために

　昨年の12月2日に地域の方をデイサービスセ
ンター上本入にお招きし、地域交流会を開催し
ました。この交流会を開催するにあたっては地
域の方の力強い協力があったことを報告します。
　まずは、私自身が11月の半ば頃からこの地域
の地図と、昨年度参加していただいた方の情報
を頼りに一軒一軒お誘いに歩きましたが、あま
りいいお返事はいただけず、どうしたら地域の
方に興味を持っていただけるのかと悩みまし
た。そんな中、老人クラブの役員の方が「俺が
みんなに配っといてやるから。」と、チラシを預
かってくださり、後日改めてお誘いにまわると
「何度も来てくれて悪いね、お誘い見たよ。」
「○○さんには俺から言っておくから。」「○○さ
んには声かけたかい。」と地域の方が動いてくだ
さいました。地域の方々の行動力に感謝しなが
ら、こちらも何度も足を運ぼうと思い、再度お
誘いにまわらせていただきました。
　交流会の当日は、手作りのお菓子や野菜、果

地域のちから

物を持参された方、お孫さんと一緒に参加の
方、近所の方とご一緒に参加の方など、総勢16
名の方に足を運んでいただきました。日頃のデ
イサービスの様子を見ていただき、体操などを
行い、大変盛り上がりました。最後には、“いの
ししの肉”を持ってきてくれた方が、焼き肉を
振る舞ってくださり、皆さんでおいしくいただ
きました。
　今回の地域交流会から、地域の方々の一体
感、絆、またこの地域のあたたかさを感じるこ
とができ、私たちも地域の方と少し距離が縮
まったような気がしました。私たちデイサービ
スセンター上本入もこの地域の一員として、地
域のためにできることを積極的に行っていきた
いと考えています。地域に根ざしたデイサービ
スセンター上本入をさらに大きく作ってまいり
ます。

　社会の一線で活躍されてこられた皆さまが、地
域にも尽力され、時には集まって楽しむ場として
デイサービスを使っていただくのはステキなこと
だと思います。貴重なご意見ありがとうございま
す。男性にも楽しんでいただける活動として、今
後計画していきたいと思います。
　デイサービスセンター鳥屋は、利用者、ご家
族、地域の方々が困っていること、必要とされて
いることに対してサービスを提供していきます。
そして、皆さまの支えとなるデイサービスであり
たいと思います。
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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　山 﨑　勝 彦いつまでも、笑顔で、
　　　　暮らせるために
　通所介護事業所であるデイサービスセンター

は、介護保険制度に基づき運営され、ご利用者の

皆様の、健康チェック、入浴サービス、食事等の提

供を主としながら、心身機能の維持向上・社会的

孤立感の解消・介護者の負担軽減を大きな目的と

しています。

そして何よりも、通所で介護サービスをご利用いた

だく事業所としては、ご利用者の皆様のために、

「いつまでも住み慣れた我が家・地域での暮らしが

続けていただける」環境作りの援助者になること

こそが、最も大切なサービス目標といえます。

　では現状のデイサービスは、ご利用者様やご家

族、そして地域の方に、そんなサービス目標を持っ

ていると理解していただいているのでしょうか？

　デイサービスをご利用いただくきっかけを考え

てみますと、どんなに頑張っても家庭での入浴が

困難になったり、一人で留守番していてトラブルが

起きたりなど、ご家庭でかなりの努力をされてから

のケースがよく見受けられます。また、病気や怪我

などで入院し、退院する際に、利用を開始される方

も多くいらっしゃいます。

　「もう1ヶ月くらい風呂に入っていない。」そんな

お話しをうかがうと、本当に困ってからではなく、少

し不安になった時にデイサービスの利用をイメー

ジしていただけたらと、もっと地域に溶け込み、地

域の方にデイサービスの中身を知ってもらう事が

必要だと実感させられます。

　介護保険制度がスタートしてサービスは使いや

すくなっているはずですが、利用すべき方々が、積

極的に必要なサービスを受けているのかについて

は疑問があり、まだまだ、サービスをどのように利

用したら良いのかも分からないという方も多いと

感じます。

　介護サービスへのニーズは変化していきます。

制度で示される難しい説明ではなく、日常生活の

どんな場面に対して、どんな介護サービスを提供

できるかについて、誰にでもわかりやすい言葉で、

そしてできる限りの大きな声でアピールをし続け

るのが、私たちの使命だと思っています。

　日々の生活の中で、介護についてふと不安になっ

た時には、デイサービスの存在を思い出していただ

き、お気軽にご相談をいただけましたら幸いです。

　「いつまでも住み慣れた我が家・地域で暮らし続

けていただける」だけではなく、笑顔で楽しく過ご

していただくことが、介護を生業とする私たちの目

標なのです。

文化祭
長和町の文化祭
へ利用者の皆さ
んが出品した作
品を見に出掛け
ました。

12月25日、26日にクリスマス会と忘年会を開催し
ました。25日にはデイサービスセンター長久保の
皆さんと一緒に、ハーモニカクラブ「夢クラブ」の
皆さんの素敵な演奏に聴き惚れました。夢クラブ
の皆さんありがとうございました。
26日には、サンタクロースに扮した施設長が、素
敵なプレゼントを届けました。

クリスマス会・忘年会
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長 久 保デイサービスセンター

管理者　柳沢　裕美
　長和町高齢者プラン第5期介護保険事業計画
（H24年度～H26年度）の中で定められた基本目
標です。
目標１、自立と安心に向けたサービスの充実
目標２、健康づくり・介護予防の推進
目標３、社会参加と生きがいづくりの支援
目標４、支えあいの仕組みづくりの推進
目標５、尊厳のある暮らしの支援
　依田窪福祉会でも「地域の方々の安心・安全な
自立生活の支援」を法人の理念と定め、毎年これ
に基づき事業計画を策定しています。
　デイサービスセンター長久保では、これら、行
政、法人双方の定めた目標に基づき、利用者の方
がいつまでも住み慣れた地域で安心・安全に暮ら
し続けられるよう、質の高い介護サービスを提供
するために、2ヶ月に1回開催する職員会議で、

職員全員が目標に掲げられた内容を理解するよう
に努めています。一方で職員は、依田窪福祉会の
基礎研修や解剖生理学の研修に参加し、事業を実
施するうえでの関係法令や高齢者のケアに対する
知識を取得しています。
　長門ブロックでは、長和町の地域包括支援セン
ターや社会福祉協議会と連携し、認知症サポー
ター研修やいきいきサロンに出向き、認知症の理
解を深める為に寸劇を行い、事業所の説明も行っ
ています。
　私たちが地域に出向くことで、より一層のコ
ミュニケーションを図ることができ、地域の方々
の要望を身近に感じることができます。

マネジメントに対する基本姿勢

管理者　西 澤　茂 洋

　デイサービスセンター大門は今年4月より【小規
模多機能型居宅介護】に移行します。「通い」サー
ビスを中心に、必要に応じて「泊まり」や「訪
問」も提供することができる事業所です。現在、
そのサービスを提供するための準備に取り組んで
います。
　まず具体的な事業内容を学ぶために、デイサー
ビスセンター大門の職員が、既に上田市内で同じ
事業に取り組んでいる所へ実習に出掛けてサービ
スの実際を見せて頂きました。デイサービスセン
ター大門の建物については、お風呂場の改修をし
たり全館にスプリンクラーの設置をしたりする工
事を行いました。また新事業所が持つ“24時間

マネジメントに基づいた新規事業の準備
365日営業”というデイサービスには無かった機
能の活かし方について、職員同士や長門ブロック
長との話し合いを重ねています。このような事を
計画的に行いながら、事業所の開所当初から皆様
に安心して利用して頂けるよう準備を進めており
ます。長和町の中に初めてできる小規模多機能型
居宅介護事業所になりますが、地域福祉に対し新
たな役割を担えるよう計画・準備を万全に行い、
皆様の期待に沿えるよう努力してまいります。
　改修工事のため営業を休止しておりましたが、2
月上旬より再開する運びとなりました。工事期間
中は大変ご迷惑をおかけしました。新しくなった
デイサービスセンター大門にもぜひお出掛け下さい。
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デイサービスセンター和田

施設長

渡 邉  善 和

顧客満足への取り組み
　デイサービスセンター和田では、この春よ

りサービスの改善について検討をしてきまし

た。最初の取り組みとして、職員を対象とし

たアンケートを行いました。アンケートで

は、「サービスがマンネリ化している」「日々

の業務に流されている」「利用者が選択し、

自己決定できる機会がない」などの意見が出

されました。私が4月にデイサービスセン

ター和田に異動した時に感じたことを、職員

も同じように感じていることがわかりました。

　私たちは、アンケートの結果から「利用者

本位と自立支援」を方針に、改善活動を行う

ことを決めました。利用者本位とは、利用者

自らが選択できる機会・環境を作り、自己決

定ができるようにすることであり、利用者の

視点に立ったサービスを提供していくことです。

　改善に向けての話し合いでは、前向きな意

見が出される一方で、「利用者の動く機会が

増えれば転倒の危険が多くなる」「個別の活

動をしようとしたら職員が足りない」などの

意見も出されました。これまでしてきたこと

をやめたり、変えたりするとき、多くの場合

は変える事への不安や抵抗を感じ、行動を移

す前から「できない理由」を考えてしまいが

ちになります。

　私たちの事業の目的は、単に利用者を預か

り介護をすることではなく、利用者が心から

デイサービスに来ることを楽しみ、生きがい

を持っていただくことであり、満足していた

だくことだと思います。しかし、日々の業務

や問題に対応し、忙しく仕事をしていると、

つい目の前のことにとらわれ、サービスの向

こうにいる利用者のことを見失ってしまいま

す。顧客満足のため、常に改善を意識しなが

ら仕事をすること、やると決めたことは「え

いやっ！」と覚悟を決めて取り組む

ことが重要だと考えます。

　利用者の皆さんとクリスマス会を行い、一緒に
楽しみました。
　職員による踊りや、おごそか！？な雰囲気でのハ
ンドベル演奏など、クリスマスの雰囲気を満喫して
いただきました。利用者にはクリスマスケーキに生
クリームやフルーツのトッピングをしていただき、
美味しくいただきました。
　また、和田小学校の4年生がデイサービスを訪
れ、心あたたまるかわいらしいツリーをプレゼント
してくれました。ありがとうございました！

「ハンドベル」と「ツリー」

日記
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武石地域配食サービス担当
管理栄養士

小井土 千絵
　今年度は早い時期から全国各地で感染症発生の

ニュースが報じられています。近年稀にみる勢い

でノロウイルスをはじめとした感染症が流行して

おり、あやちゃん弁当の調理を行っている各施設

でも、現在特に力を入れて感染症予防・対策を

行っています。

　感染症予防といえば、原因となる菌を手洗い・

うがいによって、つけない・ふやさない、または

アルコール製剤などで消毒する、などの方法が基

本となります。しかし、感染症には様々な種類が

あり、それぞれに適した対処法があります。原因

菌は塩素に弱いもの、アルコールに弱いもの、熱

感染症対策

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
　グループホームには、運営推進会議を設
置することが義務付けられています。
　運営推進会議は、サービスの透明性の確
保や、質の向上のためにご利用者、市町村
の職員、地域の代表の方などに対して、グ
ループホームでのサービスの内容を明らか
にするためのものです。概ね2ヶ月に1回の
開催が義務付けられており、グループホー
ム和田でも、運営推進会議の中で活動の内
容などの報告を行っています。
　グループホーム和田では、毎年、運営推
進会議を兼ねて、餅つきを行っており、今
年度も12月に実施しました。通常の会議の
参加メンバーの他にも、ご家族や地域の
方々に声をかけ、たくさんの皆さんが参加

地域の皆さんに
グループホームを見ていただくために

してくださいました。餅つきを行う中で、
ご家族の皆さんにはご利用者の普段の生活
を、地域の皆さんにはグループホームの様
子を知っていただく機会となりました。参
加していただいた皆さんからは、「施設の中
がどうなのか、たまには見てみたいやな。」
「職員の人も何人もいるから、こうやって
時々話ができれば顔も覚えられるわな。」と
いったご要望やご意見、「近くにこういう施
設があるから安心できる。頑張ってくれ
や。」「これからもよろしく頼むわ。」といっ
た激励もいただきました。今後の活動に活
かしていくとともに、この場を借りて改め
てお礼を申し上げます。

に弱いもの…など様々です。

　それらを予防するために、あやちゃん弁当に関

わる職員（栄養士・調理員・配達員）はそれぞれ

の役割に則した方法で日々、感染症対策を行って

います。

　例えば、調理員は肉や魚の加熱をしっかりと行

い、配達員は配達の前に手洗い・うがい・手指の

消毒を徹底しています。

　配食に関わる全ての職員が、利用者の皆さんが

安心してお弁当を召し上がれるよう、衛生管理に

ついても、日々怠ることなく行ってまいります。
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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

平成24年度 理事会・評議員会報告
平成24年11月5日開催分

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育児休業等に関する規程一部の変更について（案）
○社会福祉法人依田窪福祉会介護休業等に関する規程一部の変更について（案）
○平成２４年度社会福祉法人依田窪福祉会第二次補正予算について（案）
○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（案）

　12月22日、平成24年度第2回事業報告会を実施
しました。上半期の事業報告、研修報告に加え、
各事業所からの改善報告を主な内容とし、地域の
方や近隣の施設職員にも参加をいただき、100名を
超える報告会となりました。
　報告内容の一部をご紹介します。

事業報告会を実施しました。

順位 獲得票数 報告者・事業所 タイトル

1位 32票 ヘルパーステーション
こすもす武石

「チームワークから生まれるアイディアと工夫」
「このまま自宅で暮らしたい」という91歳、独居のＡさんに対する
アイディアと工夫による支援の様子

2位 18票 デイサービスセンター
和　田

「デイ和田改善の取り組みその後」
「えらべるデイ和田」推進委員会の活動報告

3位 16票 デイサービスセンター
上本入

「初めて食べたイノシシ肉の味」
地域交流会で味わったイノシシ肉や普段の様子から地域との係わ
りを紹介。「地域の力ってすごい！」
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