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「朝飯前のひと仕事」
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利用者の皆様
そして地域のために
理事長

渡邉

和美

田んぼが一面に緑色になり、そして、吹き渡る心地よい風が青葉の香りを運び、非常に
清々しい季節となりました。地域住民の皆様方、いかがお過ごしでしょうか。
この度、依田窪福祉会では、
「ともしびだより」の内容をリニューアルいたしまして発行
することとなりました。多少なりとも地域に密着した内容になっていることと思います。
今後も地域・利用者皆さんの声を運営に反映させつつ、同時に内容の充実を図り、依田窪
福祉会の活動内容等について、逐次お知らせをして参りたいと考えております。
さて、最近、国の機関の発表によりますと、65歳以上の高齢者の割合は2049年に32.3％
のピ−クに達すると予測されています。このような高齢化社会の急速な進展は、国の社会保
障制度、とりわけ老人福祉の分野において様々な歪みを生じさせ、今後の国の介護保険法改
正の考え方等につきましても影響が出始めております。新聞等で報道されておりますが、要
支援者を介護保険対象外とし市町村の支援に移行するということ、また、ケアマネジメント
の利用者負担導入、所得に応じた利用者負担引き上げ、そして、介護保険施設多床室料の自
己負担化等々が検討されています。これらは、ごく一部であろうと思いますが、介護を必要
とする皆様、介護サービスを提供する施設双方にとって、益々厳しい環境が予想されます。
しかし、設立当初の依田窪福祉会の基本理念は、役員、職員全員による介護と福祉に対す
る考え方に原点があり、いかなる社会環境の変動にかかわらず受け継がれてきたもので、さ
らに明日に引き継いで行ける施設・法人として維持、継続できるよう、そして、私どもの活
動が地域の介護、福祉の拠点の一つとして位置づけられている事の責務の重大さを改めて認
識し、そのプレッシャーを誇りとして、全役職員が力を合わせつつ、一生懸命頑張ってまい
ります。
また、今年4月に開所し2ヶ月が経過しました「大門の家」の経営状況につきましては、
職員一同、一生懸命頑張っておりますが、その努力に報われず、厳しい状況となっておりま
す。われわれ職員一同、地元の皆様に愛される、信頼される施設として、一層努力するつも
りでおりますが、皆様方の積極的なご指導とご協力をよろしくお願い申し上げます。

ヘルパーステーションこすもす
この４月より、こすもす武石とこすもす長門を統合し、
「ヘルパーステーションこす
もす」として出発しました。新たな名称とともに、ヘルパー一同さらなるサービスの
向上に努めてまいります。

1

ともしび便り
最近、依田窪福祉会のデイサービスで
は、男性のご利用者が増えつつあります。

常務理事・事務局長

介護が必要で、入浴や食事などの介護

村岡

保険サービスの利用を目的に利用される

裕

方はもちろんのこと、介護がまだあまり

会を開催することができ、何より大いに

必要がない方でも、お目当ての行事に参

楽しんでいただけました。改めて男性の

加するために、友人と誘い合わせて利用

機動力の強さを見せつけられえた思いで

される方が増えて来ています。

もありました。

デイサービスでは、これまでは手遊び

今回のともしび便りでは、そんなデイ

や軽い運動のプログラムなど、どちらか

サービスのプログラムの一端をご紹介し

というと、女性にとって好評なプログラ

ています。

ムを多く取り入れていました。しかし最

これまで、地域にお住いの男性の方に

近では、男性がお見えになることによ

デイサービスのご利用をお勧めしても、

り、新たなプログラムが始まっています。

「デイはまだいいわい」と断られること

デイサービスセンター和田では鉢植えに

が多くありました。今後、地域の男性の

よる花や野菜作りが男性に好評です。デ

方々にデイサービスに気軽に来ていただ

イサービスセンター長久保では近隣の散

けるよう、積極的にサービスのメニュー

歩、花札やカラオケなど、男性が喜ばれ

を開発していきます。
男性皆様、是非、お近くのデイにお立

るプログラムも多彩になって来ていま

ち寄りください。

す。そんなことも、男性のご利用者が増
える要因にもなっていると思われます。
一方、デイサービスセンター上本入で
は、この春、地域の方々の発案で、春先
にサンマを焼く会が行われました。その
実施に向けた準備では、隣近所のお元気
な年配の男性の方々や、地域の老人クラ
ブの方が中心に動いてくださり、盛大に

居宅介護支援事業所
7月より長和町地域包括支援センターからの委託を受け、要支援のケアマネジメントに携わって
います。これから当事業所のケアマネージャーがお伺いすることもあるかと思います。皆様がお元
気で生きいきと暮らしていただけるようお手伝いいたします。今後ともよろしくお願いします。

2

武 石 ブロック

−地域と共に−

Takeshi Area

ともしび
ともしびでは、今年度「安らかな時を過ごしていた

見直し、ご利用者により一層かかわれるようにしま

だくために」を方針として、またショートステイは

す。また、ご利用者の重度化に対応すべく、介護用リ

「来て良かったと思っていただけるショートステイ」

フトの活用をすすめ、ご利用者と職員がともに安全な

を目指し、利用者の皆様に満足していただけるよう尽

介護が行えるようにします。

力してまいります。具体的には現場職員の業務内容を

「鹿教温泉へ家族旅行」
ご利用者、ご家族と職員で温泉へ日帰り旅行に行
きました。旅行中、皆さん笑顔が絶えず、
「また行
きたい」との声も聞かれ、大満足の旅行となりま
した。

「毎年恒例イチゴ狩り！」
今年もイチゴ狩りに出かけました。ご家族とボラ
ンティアも大勢参加して下さり、大きくてあま〜
いイチゴを皆様で堪能されました。

デイサービスセンター鳥屋
4月21日、鳥屋自治
会のお花見親睦会が鳥
屋公民館で行われまし
た。季節外れの大雪で
したが、デイサービス
鳥屋の職員も参加させ
ていただき、焼き肉やビンゴゲームを楽しませていた
だきました。
地域で軽スポーツを主催されている方とお話しで
き、デイサービスへボランティアに来ていただけるこ
とになりました。これまでにカラオケや吹き矢をいっ
しょに楽しませていただいています。吹き矢は口腔の
筋肉を使いリハビリにもなります。これからも、よろ
しくお願いします。
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「かわいい訪問者」
かわいいチワワの登場に
ご利用者も大喜び。「こっ
ちおいで」と手招きをさ
れたり、優しく抱いたり
して楽しまれました。

デイサービスセンター 上 本 入
「地域交流会開催」
今年度、デイサービスセンター上本入は「地域とのつながり」をテーマとしています。
今回、地域の方と一緒に計画した「さんま焼き」
上本入地域のひとつの大きな行事として開催することができました！
7月、12月にも大々的な催しを地域の方々と計画中です。

4月25日地域交流会「さんまの日」
総勢40名の方が集ってくださいました。

おにぎりの数なんと…80個!!!
地域のお母さん方ありがとうございました。

一人一人自己紹介をし、
また一歩近づけた交流会になりました。

さんま45匹!!汗を流して焼いてくださいました。
とても頼りになる近所のお兄さんです。
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長 門 ブロック
Nagato Area

職員異動のお知らせ
4月より、デイサービスセ

利用者の方々に満足していた

ンター長門の施設長になりま

だけるように、職員一同サー

した、今井圭輔です。

ビスの向上に努めてまいりた

新たな目線も取り入れ、ご

いと思います。

デイサービスセンター長門の紹介
デイサービスセンター長門は「選ばれるデイ

ハビリを行っています。（写真③）リハビリも2パ

サービス」をスローガンとし、個々のご利用者に

ターンあり、個々のリハビリプログラムを組まれ

合わせた過ごし方を提供できるように取り組んで

る方と、レッドコードというロープを使ったリハ

います。

ビリをされる方がいますが、いずれも筋力低下な

集団でのレクリエーション（写真①）をする日

どの予防にも繋がります。

もあれば、
「今日は少し疲れ気味だから、体を動

地域で福祉に携わる法人として、今後長門ブ

かしたくない」とおっしゃられるご利用者もい

ロックでは、認知症の事についての講習会や男性

らっしゃいます。そんな時は、
「それなら、体で

介護者との相談会の開催を計画しています。これ

はなく頭を使うゲームをしましょうと間違い探し

からも更に地域の方との連携を図っていきたいと

などの問題に挑戦されたり、手作業で作品を作

思います。

り、手先を使うよ
うにしています。
（写真②）
また、ご利用者一
人一人の希望に合
わせて午前中にリ

写真①

写真②

集団レクリエーション

作品作り

大門の家

写真③
レッドコード リハビリ

平成25年4月1日開所

デイサービスセンター大門を改修し、今年4月に新たに開設した事業所
です。長和町内でこの事業を行う初めての事業所になります。
4月1日には開所式を行い、
羽田健一郎町長を始め、多数
の地域関係者、利用者の皆様
に参加して頂きました。新た
な職員も増え、総勢10名体制
で皆様のご利用をお待ちして
開所式

おります。

大門の家職員
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デイサービスセンター

長 久 保

家庭らしい雰囲気を大事にして
することで、会話が弾み和やかな雰囲気となり
ます。
また、デイサービスの周りを一緒に散歩をさ
れる方もいらっしゃいますが、その道中の会話
の中に関わり方のヒントが得られます。
例えば、昔畑仕事をされていたという方は、
経験のない職員に野菜の作り方を、その他にも
デイサービスセンター長久保では４月から3

梅漬けや味噌仕込み、干し柿作りなど、昔行っ

名が新しい顔ぶれになりました。

ていた多くのことをご利用者に教えて頂きなが

今年度のデイサービスセンター長久保は、よ

ら、デ イ サ ー

り多くの男性利用者が利用していただけるよう

ビスセンター

に取り組んでいます。今までは、女性利用者の

長久保では家

方が多い傾向にありましたが、現在は男性利用

庭らしい雰囲

者の方が登録人数の半分以上を占めています。

気を大事にし

男性利用者の方は、どちらかと言うとご自分

ています。

から会話を切り出されることがあまりありませ
ん。しかし、職員が男性同士の会話の橋渡しを

小規模多機能型居宅介護とは
大門の家に「通って」いる方に対し、必要に応じ
て大門の家に「宿泊」してもらったり、大門の家の

は行事を計画してお出掛けしています。普段の生活
の楽しみとして。そして困った時の頼みの綱として。

職員が「訪問」に伺ったりするサービスです。普段
から通い慣れた場所に宿泊する事ができるので、変
わらない環境ですごすことができます。また利用当

出来る、そのような事業所です。

日に宿泊を使いたいという要望
に応えることができるので、介
護をされる方の体調不良や急な
用事が入っても心配ありませ
ん。
「通い」サービスの時間帯は
職員もたくさんいますので、い
つもはゆっくりと過ごし、時に
武石の花桃を見に
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普段はゆっくりと

和 田 ブロック
Wada Area

デイサービスセンター

和田

かわら版

えらべるデイサービスセンター和田
デイサービスセンター和田では、ご利用者が生きがいをもち、
楽しんでデイサービスで過ごして頂くことや、ご利用者が主体と
なって活動して頂くことにより、自立した生活の支援が出来るよ
う取り組んでいます。
今回はデイサービスセンター和田の活動の一部をご紹介します。

カラオケ
デイサービスセンター和田で人気の高
い活動です。
演歌や懐メロ、
童謡唱歌まで、
マイクを
持つ人も、
持たない人も大きな声で歌わ
れます。

手芸：紫陽花

園芸
花と野菜の種や苗をご利用者と一緒に買いに出
かけました。何を植えたらよいか、
どんな土を買った
らよいか、
「あーだ、
こーだ」と相談をしながら買ってきました。
車椅子の方でも知
恵を貸していただけ

いつもは静

るよう、
花も野菜もプ

かな 男 性 も 、

ランターに植えるこ

この時ばかり

とにし たところ 、昔

は女性に負け

取った杵柄で、
色んな

ず 、元 気 いっ

事を教えていただき

ぱいです。

ました。

日曜日の営業始めました

だんらん
お昼後の時間は思い思いに。昼寝をしたい人も居れ

この4月より、
日曜日の営業を始めました。ご利

ば、
起きていたい人も居ます。ゆっくり、
たっぷり、
存分に

用者にはより楽しく、
ご家族にはより便利にご利用

おしゃべりを楽しんでいただけるように、
会議室の奥に

いただければと思います。少人数ですので、
その日

団欒スペースを設けました。

の活動は風まかせ。太鼓を聴きに出かけたり、
花見

この日は、
初めてのご利用の方を囲んで昔の思い出

に出かけたり。外

話に花が咲きまし

出を積極的に楽

た。

しんでいます。こ

大勢で過ごすの

の日は、
信州国際

も 楽しいけれど 、

音楽村で薔薇が

ちょっと静かに 過

見ごろとの情報

ごしたいという人

を得て早速出か

にもお勧めです。

けてきました。
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和田から

グループホーム

グループホーム和田

児島

慎二

長和町防災訓練に参加しました。
6月11日、グループホーム和田では、長
和町防災訓練に参加しました。
町の防災訓練への参加は昨年に続き2度
目になります。
今回は和田地区内において土砂災害が起
こった、との想定での訓練でしたが、長和
町役場、依田窪南部消防署、長和町消防団
をはじめ、地域の皆様のご協力をいただ
き、避難場所である高齢者福祉センターま
で無事に到着することができました。この
場をお借りし、改めてお礼申し上げます。

デイ和田管理栄養士

美味しいって、笑顔の素

齋藤

嘉美

デイサービスの人気メニューをご紹介いたします。

豚肉のフリッター
豚肉のフリッター

梅肉と青じその冷奴
梅肉と青じその冷奴

カットした豚バラ肉に、好みでしょうがを入れ、

お豆腐に梅肉ソースと刻み青じそを添える

小麦粉をつなぎにして、ペーキングパウダーを加

簡単な一品。きれいな色取りとサッパリした

えて、クルクルと一口大の団子に丸めて揚げます。

味が、食欲をそそります。

揚げたてのフリッターに、砂糖しょうゆの甘辛

簡単ながら、夏に向けての美味しいおかず

ダレでからめて出来上がり。

になります。お試しください。

夏バテ防止に
もなる、ビタミ
ンB1をおいし
く食べられる一
品です。
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平成24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

事業活動収支計算書の概要

（平成25年3月31日現在）

資産の部
流動資産

固定資産

51,110

固定負債

61,628
112,738

純資産の部

495,336

その他の固定資産

流動負債
負債の部合計

576,443

基本財産

（単位：千円）

負債の部

240,650

基本金

81,107

1,000

基金

0

国庫補助金等積立金

462,739

その他の積立金

資産の部合計 817,093

（自 平成24年4月1日 至

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

817,093

合 計
635,051
645,227
-10,176
65,371
62,523
2,848
-7,328
5,073
3,451
1,622
-5,706
244,279
238,573
0
238,573

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

ご寄附ありがとうございました。
平成25年6月23日
●お米（100kg） ／ 匿

社会福祉事業
562,352
580,038
-17,686
65,265
57,351
7,914
-9,772
5,073
3,451
1,622
-8,150
240,616
232,466
0
232,466

公益事業
72,699
65,189
7,510
106
5,172
-5,066
2,444
0
0
0
2,444
3,663
6,107
0
6,107

子育てサポート
認定事業所
として、厚生労働省より
認定を受けました。

名様

デイサービスセンター長門

平成25年4月16日
●介護用ベッド ／ 北澤

平成25年3月31日）
（単位：千円）

茂様

グループホーム和田
平成25年3月31日
百瀬

●車イス 1台 ／

美恵様・建部

俊子様・尾美そのみ様

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

●デイサービスセンター 長門

［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

☎68-0226

●デイサービスセンター 長久保（宅老所） ☎68-3374

☎85-2218

●短期入所生活介護事業

●小規模多機能型居宅介護 大門の家

☎41-2123

●デイサービスセンター 和田

☎88-0077

●居宅介護支援事業

☎85-2047

●高齢者生活福祉センター

●ヘルパーステーションこすもす

☎85-0098

●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

●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

●配食サービス事業 あやちゃん弁当
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☎85-0052

＊再生紙を使用しています。

●一部

100円

