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安寧に利用していただける施設を目差して
平成24年7月に依田窪福祉会の理事長に就任して以
来、
常に「依田窪福祉会」の基本理念であります「地域の
方々の安心・安全な自立生活の支援」を念頭に、
利用者皆

理事長

渡邉

和美

様方の立場に立った運営に心がけています。
依田窪福祉会は、
職員一人一人のやる気と力量は高いものと自負しておりますが、
その個人のパワー
を組織力として集約していくために、
財団法人・国際標準化機構(ISO)9001・2008の評価をいただくよ
うにしています。本年7月28日に項目のすべてをクリアして「機能評価Ver.5.0」の更新認定をいただきま
した。このことは、
かいつまんで言いますと
『利用者ニーズを把握し、
個別性を重視し誰が行っても統一さ
れた質の高いサービスを提供できる』施設であるという国際的にも認められた施設ということでありま
す。是非、
利用者の皆様はもちろんのこと、
ご家族の皆様方にも安心してご利用いただきたいと思いま
すし、
安寧にお過ごしいただけるよう日々改善に取組み、
より良いサービスを皆様方にご提供できる施設
を目指していきたいと思います。
目標といたしましては、
在宅支援を推進し、
行政・地域との連携を積極的に進め、
利用者満足を図るべ
く、
経営理念・基本方針を全職員に周知徹底させ、
施設長以下全職員があらゆる努力を惜しむことなく行
うこととしています。
今後とも、
地域住民の皆様のご期待にお応えするため、
さらなる地域に根ざした福祉施設づくりに邁
進していく所存です。ご指導、
ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。

介護を巡る動きが活発化

―認知症ケア・地域包括ケアの推進―

この夏以降、
高齢者に対し、
医療だけではなく介護を充実させよう、
病院や施設
に頼るだけではなく、
地域社会や在宅で支援していこうという動きが活発になって
きました。背景には、
介護保険財政の問題があることはもちろんですが、
住み慣れ
た地域で暮らし続けたいという思いは誰しも持つものです。介護サービスを受け

常務理事・統括施設長

村岡

裕

る場が徐々に変わりつつあります。これらの動きは、
昨今「地域包括ケア」という概念で語られています。
地域での認知症ケアも着実に進行しています。本年度から「認知症施策推進5か年計画（オレンジプ
ラン）に基づく取り組みが進められています。具体的には、
今後各市町村において、
認知症の状態に応じ
た適切なケアが受けられるような体制の整備が図られます。医師の、
認知症の対応力の向上を図ろうと
いう動きも進行しています。認知症の早期診断を行う医療機関を、
平成29年度末までに全国で500カ所
整備するなどの動きもあります。
これらの方向性を確実なものにするためには、
現在それぞれの地域に設置されている「地域包括支
援センター」の役割が、
ますます重要になってくるといえます。そのことを踏まえ、
平成27年度に改訂され
る、
第6期介護保険事業計画は、
在宅医療と介護の連携をさらに進める方向で、
「地域包括ケア計画」と
いう名称を掲げ、
内容が検討される方向性が示されています。
「いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けたい。」
我々はこれまでにも増して、
地域での介護に焦点を当て、
「地域包括ケア体制」を作り上げてまいります。
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武 石 ブロック
Takeshi Area

ともしび
「福祉人材の育成」
今年度も介護福祉士を目指す実習生2名を迎えまし

が聞かれました。ぜ

た。今回は、佐久市の短期大学からの初めての受入れ

ひ未来の福祉従事者

でしたが、2名の実習生とも依田窪南部地域出身の生徒

を目指してキャリア

さんということもあり、ご利用者と上手にコミュニ

ビジョンを描いても

ケーションが取れていると感じました。

らえればと感じます。

一方、毎年来てくださる依田窪南部中学校のボラン

急激な高齢化を目の前にし、福祉現場の人材確保が

ティア委員の生徒さんが、施設内の掃除と料理を作り

急務となっております。ともしびとしても、地域の若

に来て下さいました。窓のサッシを綺麗に磨いている

い世代が地元で就職し活躍する事を期待し、今後も実

姿に、普段からの清掃への取り組みが感じられました。

習機関等と連携した実習生や、地域の方のボランティ

中学校の生徒さんに話を聞くと「将来は福祉の仕事に

アの受け入れに積極的に取り組んでいきたいと考えて

就きたい」、
「ちょっと介護に興味がある」といった声

おります。

「ともしび敬老会」
広くなったともしびのホールにて、去る9月末に敬老

くさん見られました。ほぼ全員のご利用者が一堂に会

会を行いました。77歳、88歳、99歳、そして100歳と

しての敬老会は2年ぶりとなります。今後も時節を感じ

それぞれの節目を迎える６名の方のお祝いを行い、そ

られる行事や、他にもその時

のあとは恒例になっている職員の余興が披露されまし

期の旬な食材を使った献立な

た。ダンスから安来節まで、ご利用者に喜んでいただ

ど、ご利用者の満足を目指し

けるよう趣向を凝らした一芸一芸に、拍手や笑顔がた

て日々努めてまいります。
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デイサービスセンター鳥屋
長野大学の実習生の皆さん、お疲れさまでした。
ご利用者の皆さんが「サンマはこうやって目玉に尾
を通して焼くの。」「そうすると食べる時に骨から身が
はずしやすいんだよ。」と学生さんと職員に教えてくだ
さいました。
お天気も良く、絶好のサンマ焼き日よりでした。実
習生の皆さんには、暑い中、炭をおこして上手にサン
マを焼きあげていただきました。
デイサービス鳥屋には毎年、長野大学生が夏休み中
の8月に社会福祉基礎実習に来られます。今回、実習

デイサービスセンター 上 本 入
「将来の夢」

その後、
「長門牧場」へ行くことになりました。立科
町の中学生ですから、
長門牧場の案内はお手の物！

デイサービスセンター上本入に、
2名の中学生が

実習生に道案内をお願いすると「ここを行った方が

職業体験に来られました。

近道ですよ。」
「僕の家はこの近くです。」とだんだん
と口数も多くなってきて車の後ろの方では利用者さ
んと話をする姿も見られました。数時間の関わりで
したが、
彼らの心に何か残るものがあったであろうと
確信しました。
現代では核家族化しており、
「お年寄りと何を話し
たらいいかわからない」と思う学生は多いのではな
「今日は立科中学校から2人勉強にきますよ。」と

いかと思います。そんな中で、
学校でのボランティア

の知らせに、
利用者さんは「今の中学生はどんなか

活動でお年寄りの方々と関わる機会を持つことはと

んじかな。」
「どんな話をすれば喜ばれるかな。」とド

ても大切なことだと思います。お年寄りの方々は、
た

キドキしながら楽しみに待っておられました。

くさんのことを教えてくださいます。

午後自己紹介を行い、
静かな雰囲気の中で、
ある

この一瞬の出

利用者さんが、
「将来の夢はなんですか？」と中学生

会いが将来の進

に聞かれました。

路 を決 めるきっ

その問いかけに中学生のお二人は悩みながらも

かけになること

「これと言った夢はないけれど働ければいいかなと

を願っています。

思っています。」と答えていました。そうしたら、
「夢は
持った方がいいよ。」と利用者さんから一言。
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武 石 ブロック
Takeshi Area
に来て下さった長野大学2・3年
生の皆さん、お年寄りと過ごした
2日間はどうだったでしょう。「自
分のおばあさんの家に来たような
感じがする。」「地域の方で集ま
ることができていいですね。」な
どと感想を言っていただきまし
た。
予備実習は大学生になって最初
の校外実習だそうです。初めて
会った方と話をするのは大変です
ね。でも、いっしょにサンマを食
べたら距離が縮まった感じがした
のではないでしょうか。
地域に暮らすお年寄りの生活
を、少しでも実感していただけた
らうれしいです。

ヘルパーステーションこすもす
これまで長和町と上田市武石地区で別々であったヘルパーステーションを特別養護老人ホームとも
しび内に「ヘルパーステーションこすもす」として事業所を統一しました。電話番号の変更などで、
皆様にはご不便をおかけしました。
こすもすではヘルパーがご自宅に訪問させて頂き、お掃除、調理などの家事援助、おむつ交換、入
浴介助などの身体介助を行います。今後も皆様が住み慣れた地
域で生活が続けられるよう、お手伝いさせて頂きます。

『一緒に働く訪問介護員（ヘルパー）、募集中！』
眠っているホームヘルパー資格を生かしてみませんか。
ご連絡お待ちいたしております。

居宅介護支援事業

居宅介護支援事業では7名のケアマネジャー（介護支援専門員）が働いています。5年ごとの資格

更新研修、主任介護支援専門員研修などに参加し、皆さまに信頼されるケアマネジャーを目指して
日々精進しております。皆様が住み慣れた地域でお元気に生活が続けられるよう、お手伝いさせて頂
きます。お困りごとなどありましたらお気軽にご連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。
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長 門 ブロック
Nagato Area

ました。どちらもただ見ているのではなく、ご
利用者も一緒に参加することができ、楽しむこ
とができました。
また、長和町の手話サークルの方々にも訪問
していただき、手品や踊りなどを披露していた
だきました。地域のボランティアの方々とご利

地域の方々の力を借りて

用者が、デイサービスで久しぶりにお会いする

デイサービスセンター長門では、ボランティ

聞くことができました。昔からの付き合いのあ

アの方々の力をお借りして、様々な行事を行っ

るボランティアの方が来ることにより、普段と

ています。

はまた違ったご利用者の表情を見ることができ、

こともあり、
「元気だったかい？」などの会話も

9月に行った敬老会では、丸子の「ハーモニカ

デイサービスの雰囲気もにぎやかになります。

夢倶楽部」の方々が、ご利用者も知っている昔

継続的にボランティアの受け入れを行ってい

懐かしい曲を演奏して下さいました。武石のフ

けば、ご利用者の楽しみが増えると同時に、ご

ラダンス「マカラプア」の方々とは、ご利用者

利用者の顔や状態なども覚えていただき、災害

もその場で手を動かしたり、輪になって踊られ

時などにも連携が取れると思います。

男性介護者の会を開催
長和町地域包括支援センターと依田窪福祉会

ない事を男性同士ということもあり気兼ねなく

が合同で9月7日に男性介護者の会を開催しまし

話ができました。今回参加が出来ない方もい

た。長和町の男性で介護に携わる約80名の方に

らっしゃったと思いますので、今後も継続して

参加の呼びかけをし、7名の方が参加されまし

開催してい

た。それぞれ夫や息子と立場の違いはありまし

きたいと思

たが、
「毎日一緒の部屋に寝ているか」、
「 食事は

います。

どうしているんだい」など、普段なかなか話せ

5

デイサービスセンター

長 久 保

地域の方々を招いてお茶会をしました
て 下 さいまし
た 。ふ き の 煮
物やケーキな
どの 差し入れ
もあり、
テーブ
ルの上には沢
山のご馳走が
並び、
豪華なお茶会となりました。
「近所に住んでい
ても、
職員の顔は分かるけど、
デイの中がどうなって
デイサービスセンター長久保は、
長久保の大石団

いるか分からなかった。こんな風になっているんだ

地内にあり、
民家の為見た目にはデイサービスとは分

ね。」
「いずれは私達もお世話になるからね。その時

かりづらいかもしれません。近所にお住まいの方々と

はお願いね。」などと、
お茶を飲みながら会話も弾みま

も、
日頃お互いに挨拶はしていても、
なかなかゆっくり

した。お茶会後は、
近所を散歩していても声を掛けて

と話すことがなく、
どの様な事をやっているのか、
中は

下さったり、
防災訓練にも協力して下さり、
小規模デ

どんな風になっているのか紹介する機会がありませ

イサービスだからこそ地域の方々との繋がりの大切

んでした。

さを実感しました。今後も定期的に、
地域の方との交
流の場を設けていきたいと思います。ご参加ありがと

建物の見学を兼ねて、
近所にお住まいの方々を招

うございました。

いてお茶会を開催しました。当日は5名の方が参加し

大門の家

平成25年4月1日開所

地域の皆様と一緒に
パンを選び、
いろいろな味わいを楽しみながら召し上

大門の家が開設され半年が経ちました。開設間も

がられました。

ないこともあり、
まだまだ至らない所もあるため、
地域

他にも、
山の茸の様子を話しに来て下さる方、
野菜

の皆様にご支援を頂いております。
8月には手話ダ

やお米を持ってきて頂いたり、
事業所の周りの草を

ンスサークルの方

刈って下さる方など、
本当に沢山の皆様に暖かいお

総勢15名に来てい

心遣いを頂き、
大変感謝しております。
まだまだ歩み始めたばかりの事業所ではあります

ただきました。交流
スペースを活用し、

が、
「

ダンスやマジック

にあって良かった」と言っ

を見せていただいたり、
一緒に手話ダンスをやったり

て頂ける様になるよう、

し、
賑やかで楽しい時間を過ごしました。

今後も一層頑張ってま
いります。どうぞ皆様も、

9月には、
料理愛好会の2名の方が来所され、
紙袋
いっぱいの手作りパンを届けてくださいました。3時

気軽に気ままに、
大門の

のお茶の時間に利用者の皆さんがそれぞれ好きな

家にお出掛け下さい。
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和 田 ブロック
Wada Area

デイサービスセンター

和田

かわら版

― 笑いは元気の秘訣です！−
デイサービスに来ていただいた方には「笑顔の時間」をより多く過ごしていただきたいという想いが
あります。お年寄りにとって、デイサービスが「生きがいつくって、行って楽しいデイサービス」にな
る事が私たちの目標です。

敬老会
とても困難な時代を生き抜いてきた方々ですが、
普
段はそんなそぶりも見せず、
たくましい皆さんに頭が下
がります。
この日は敬老会でいつもより3割増しでおいしい料理
に笑顔がこぼれました。
午後は「シルバーフレンド」の皆さんによるバンド演
奏もありました。昔懐かしい歌謡曲を熱唱していただき
ました。
バカ殿？！マツケン
ならぬヨシケンサン
バ！
！ちょっとハメを外
しすぎることも・
・
・。

町民体育祭
地域行事にも飛び入り参加！70歳以
上の競技があると聞き「参加したい」と
急きょ参加させていただきました。しっ
かり景品もゲットし、インタビューを受
けると「冥土の土産になった」とコメン
ト。周囲に笑いが巻き起こりました。

美味しいパンをありがとうございます
昨年にひきつづき、
『郷土
料理』の皆さんから手作りの
パンをいただきました。お年
寄も職員も、
「美味しい」と好評でした。
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和田から

グループホーム

敬老会を行いました
特別暑かった今年の夏を乗り越えた9
月、利用者の皆さんへの普段からの感謝
を気持ちを込め、敬老会を行いました。
手作りの横断幕や飾り付けの中、皆で
レクリエーションなどを楽しみました。
昼食のちらし寿司やおかずなどは、作
る職員に気合が入り、相当の量となりま
した。ところが、利用者の皆さんはペロ

気の中、利用者の皆さん、

リと召し上がられてしまいました。さら

職員ともにたくさんの笑顔

には普段なかなかお食事のすすまない方

を見ることができた1日とな

までペロリ。私たち職員もビックリでし

りました。

た。
普段の日々とは少し違った楽しい雰囲

ごはんの時間
美味しいって笑顔の素
やはり日本人!! と感じるのは、お寿司を
大好きな方が多いこと。
体調が悪くてお粥を召し上がっていて
も、お寿司なら食べられるというのは珍
しいことではありません。
「寿司」と名のつくメニューは、デイ
サービスでも好評メニューです。
食べる前から笑顔
になれるのは、それ
だけで幸せです。
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平成25年度第1回事業報告会
6月30日（土）ともしびホールにて事業報告会
を行いました。依田窪福祉会職員、近隣法人職
員、地域のサービス事業者、ミールケアの方そし
て今回は千葉県の広域福祉事業会からもご参加を
頂きました。今回の報告のテーマは「改善」でし
た。日々の業務をより良いものにするための工夫
を、発表しました。法人内でもなかなか自分の部
署外の業務内容は、知っているようでわからない
のが現状です。総勢107名が熱心に耳を傾け、熱
い夏の夜となりました。

ご寄附
ありがとうございました。
社会福祉法人
●法人本部

平成25年10月1日 ●寄付金 10万円 ／児玉
平成25年10月2日 ●寄付金

／下村シズ子様

平成25年10月11日 ●カラオケマイク ／宮坂

俊夫様

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

秋夫様

●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
●居宅介護支援事業

☎85-2047

●ヘルパーステーションこすもす

☎85-0098

☎68-0226

●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

●高齢者生活福祉センター
●配食サービス事業 あやちゃん弁当

☎88-0088

●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 上本入（宅老所） ☎85-2115

●デイサービスセンター 橋場なごみや
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＊再生紙を使用しています。

●一部

100円

