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新鮮な気持ちで
より一層、皆さまから
「選ばれる法人・施設」
となるようにがんばります。
理事長

渡邉

和美

2014年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
ご利用者皆様、ご家族の皆様、地域の皆様並びに関係機関の皆様の多大なるご支
援、ご協力をいただき、本年も無事新年を迎えることが出来ましたことを感謝申し
上げます。
新たな年を迎えるということは、すべてが晴れやかで、新鮮な気持ちで新しい年
に立ち向かっていきたい、そんな気持ちにさせてくれますし、依田窪福祉会を設立
した当時の住民の福祉会に対する計り知れない「期待と希望」を背負って三か町村
（長和町・和田村・武石村）で、設立されたということを改めて、再認識するとと
もに、肝に銘じながら今年も利用者本位の運営に心がけてまいりたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
昨年は、第2次安倍内閣で揚げた財政・金融・規制政策による、デフレ脱却と経
済再生を目標とした「アベノミクス」への期待感が高まりを見せている中で、財政
再建に向けた消費税率の引き上げが決定したこと、2020年のオリンピック・パラ
リンピック開催が東京で決定したこと、富士山が世界遺産登録になったこと、東北
の被災地災害復興支援が加速化されてきたなど日本経済復活に向けて着実な進展が
見られました。
介護保険制度の見直しにつきましては、社会保障・税一体化改革及び社会保障制
度改革国民会議の報告書に示された内容を踏まえつつ平成27年度の施行に向け進
められています。内容的には、平成37年度を目標年度とした「地域包括システ
ム」の完成に向けた医療・介護一体の制度改革の第一歩として、
「医療から介護
へ」、
「施設から在宅へ」の方向を踏まえた改革になるものと、会議諸資料から読み
取れます。
こうした諸情勢等を的確に受け止めつつ、依田窪福祉会が10年後、20年後、そ
してさらに継続性が確保でき、皆さまから「選ばれる法人・施設」となるよう、ゆ
るぎない強い組織をしっかり築いてまいりたいと思います。どうぞ皆様のご支援、
ご協力を賜りますよう、役員・職員一同心からお願い申し上げます。
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武 石 ブロック
Takeshi Area

特別養護老人ホーム

ともしび

「その人らしい生活の支援」
つい

特別養護老人ホームは、
「終の棲家」と呼ばれること

ともしびで息を引き取られた方のなかには、お寺さ

がありました。現在ともしびご利用者の平均介護度は

んをお呼びし、ともしびで葬儀を行った方、ご夫婦で

4.3、平均年齢は86.4歳と重度の状態の方が多くおられ

利用中に旦那さんがお亡くなりになり、夜中付き添わ

ます。退所される方の約8割がともしびで最期を迎えら

れた奥さん、ご遺体を自宅へお送りする際に住んでお

れます。

られた地域や生家などを見せてあげたい、というご家

ご利用者に日々満足していただけるように最善を尽

族からのご要望にお応えしたこともありました。本当

くすことはもちろんのこと、日々の積み重ねの先にあ

に様々な場面に立ち合わせていただきました。

る人生の終末期までを含めた満足こそが、特養ホーム

ご利用者の大切な一日一日が満足してお過ごしいた

におけるその人らしい生活の支援といえるかもしれま

だけるよう、我々は命の尊さを心から感じ、お手伝い

せん。

をしていきたいと考えています。

「ともしびクリスマスコンサート♪」
12月25日にともしびでクリスマ
スコンサートを行いました。
諏訪・松本地域で活躍するオペ
ラ歌手の三井ひかりさん、ピアニ
ストの今井和香さんがお越しくだ
さいました。
間近で本格的な歌を聞く機会は
なかなかないので、ホールいっぱ
いに広がる素晴らしい歌声に、利
用者の皆様もうっとりと聞き入っていらっしゃいました。
今後も利用者の皆様が楽しめる企画を行っていくよう、努めてまいります。
地域の皆さんもお気軽にともしびにお越し下さい。

「ともしび大忘年会」
毎年恒例のともしび大忘年会を開催いたしました。銭形平次やひげダンスなど職員の熱のこもった余興に、ス
テージに飛び入り参加し、自慢のダンスを披露する利用者もあらわれ、大盛り上がりとなりました。
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デイサービスセンター鳥屋
自分で買物をすること、自分でメニューを選ぶこと。
デイサービス鳥屋では、月に何回か外出をし、

な」などと言いながら楽しいひと時を過ごします。

買物にお連れします。ヘルパーさんの買物のサー

その人らしい生活というのは、
「いろいろな場面

ビスを利用していらっしゃる方もいますが、やっ

に自分で決めることができること」と捉え、デイ

ぱりご自分で買物をするのは楽しみだそうです。

サービスでも応援していきたいと思います。

何名かのご利用者が産直のお店で必ず購入される

隔週で来られていた利用者さんが「私、ここに

のは、お花です。御仏壇に供える花を買われるの

毎 週 来 た い 。」

です。ご主人を亡くされている方は、お花を手向

と、おっしゃって

けたいのだと思います。

くださいました。

もうひとつ、外食をしに出かけることもあります。

その笑顔の希望

たくさんのメニューの中からご自分が食べたいと

に応えていきた

思うメニューを決めるのは大変です。でも楽しみ

いと思います。

でもあります。「やっぱり、あっちの方が良かったか

念願の焼肉屋にて

デイサービスセンター 上 本 入
「生活を支える」

ですが「何かのついででいいから農協に行って

約2年前から独居生活を送っているＡさん。

もらえるかね」「薬局に行く用事があったら乗

以前は、旦那さんの運転で受診に行ったり買い

せて行ってほしい」と言ってくださることがあ

物に行かれていました。一人暮らしになり、不

りました。用事が済むと「あーよかった、本当に

便な思いをすることがあるとおっしゃいます。

助かった」と安堵の言葉がしみじみ聞かれます。

「病院や買い物は息子やお嫁さんが連れて行っ

その人らしい生活の支援とは、何か特別なこ

てくれるからとても助かるし、
『あっ、ちょっと

とをすることではなく、その方にとって当たり

金融機関に行っておきたいな、
（広告を見て）砂

前にやってきたことを独居になってもやり続け

糖が安いって言うから欲しいな』って思っても

られるように私たちがお手伝いすることだと考

以前の様には行かれないのだから、しょうがな

えます。利用者さんや地域の方々の困りごとに

いと思って諦めているんだよ」と旦那さんと二

耳を傾けお手伝いできるよう、関わりを深めて

人で暮らしていた時とは変わってしまった生活

いきたいです。

を語っていらっしゃいました。そんなＡさんの
想いをお聞きし、
「あきらめていたことが何らか
の支援で今までの生活を継続するためにはどう
したらいいだろう」とＡさんの自立支援を職員
で考え話し合いました。利用日の朝の送迎の際
「今日は何か用をたしておきたいことはありま
せ ん か 」 と 一 言 声 を か け る こ と に し ま した。
「今日は特にないよ」とおっしゃる日が多いの
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武 石 ブロック
Takeshi Area
ヘルパーステーション

こすもす

その人らしい生活を送ってもらうために
また、利用者さんのちょっとした変化を見

ヘルパーは毎日、ご自宅で生活をする皆さ

逃さないよう、アンテナを張り巡らしていま

んのお手伝いにお伺いしています。
どの方にもこの地域で生きてきた歴史があ

す。いつもと違う様子が見られた時にはご家

り、様々な思い出の詰まった大切な自宅で生

族やケアマネジャー、利用しているデイサー

活をされています。私たちは、ただ家事や身

ビス等と連絡を取り合い、大事に至らないよ

体のお手伝いをしているだけでなく、生活全

う対応をしています。

般を支えていくのが仕事です。その方の生活

「いつまでも元気で自

歴を尊重しながらの援助を心がけています。

分の家で暮らしたい」…

好きな食べ物、趣味、若い頃の素敵な思い

そんな利用者さんの気持

出、辛かったこと等々、沢山お聞きしてその

ちを胸に今日も利用者さ

方との距離を縮めながら暮らしのお手伝いを

んに笑顔を届けます！

させていただいています。

その人らしい生活の支援
ケアマネジャー（介護支援専門員）ってど

の知識を生かし、適切な支援が受けられるよ

んなことをする人かご存じでしょうか。

うに配慮します。そのため、実際にご自宅を

介護保険制度において介護を必要とされる

訪問させていただき、利用者さんやご家族の

方のために、ケアプラン（居宅介護サービス

状態や状況、希望などをお聞きしながら、

計画）の作成や介護サービスの調整・管理を

サービスを提供している事業者との間に入って

行うことがケアマネジャーの主な役割です。

サービスの調整役割をするのが主な業務です。

ケアプランというのは、利用者さんがどのよ

「どんなサービスがあるのかわからない」

うな生活を送りたいのかを良く考え、事業者

「どんなサービスが適しているのかわからな

等や機関からどういった支援を受けていくか

い」といった悩みから、
「どうすればサービス

を盛り込んだ計画書のことです。

が受けられるのかわからない」「サービスを受

在宅介護を円滑に行ううえで、大きな役割

けるのにいくらかかるかわからない」といっ

を担う仕事です。最大の役割は介護を必要と

たサービス導入にあ

される方やその家族と介護のプロや地域の方

たっての悩み、
「どう

とを繋ぎ、その人らしい生活を送れるよう支

すればより良い介護

援することです。

が行えるかを知りた

支援の内容は、すべての人が同じではあり

い」といった疑問ま

ません。利用者さんやご家族の意見を尊重

で、幅広い相談等に

し、それぞれの事情に応じて、専門職として

対応してまいります。
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長 門 ブロック
Nagato Area

「一緒に楽しむ」

12月、1月は忘年会、新年会を行いました。それぞれ曜

日を変えて2日間ずつ行い、多くのご利用者が楽しめるよ
うに計画をしました。昼食はいつもより豪華にし、午後に
は余興を楽しみました。
ご利用者が楽しみにされている余興も、ただ職員が歌や
踊りを行うのではなく、ご利用者にも一緒に参加をしていただくようこころがけました。例えば今回
の行事では、職員が変装をする間違い探しを行いましたが、ご利用者にどこが変わったのか考えてい
ただいたり、一緒になって変装もしていただき、大いに盛り上がることができました。
デイサービスセンター長門

忘年会、新年会の内容紹介

・にぎり寿司（解体ショー付き）・職員の出し物（安来節、踊り等）
・ボランティアさんの踊り
・獅子舞
・クリスマスケーキ作り
・釣りゲーム
・間違い探し
・きよしのズンドコ節

ご利用者から連絡帳に…
デイサービスをご利用されているご本人から連絡帳に、
「楽しいクリスマス会、そして私の誕生日会
ありがとうございました。美味しいお食事、職員さんの心を込めたおもてなしの余興に感謝、感激の1
日でした。またデイサービスが大好きになりました。」
と書かれていました。ご利用者からいただいた連絡帳の言葉をはげみにし、1日、1日を楽しんでい
ただくデイサービスにしていきたいと思います。
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デイサービスセンター

長 久 保

昔ながらの行事を大切に…

作っておいたまゆ玉を焼き、おしるこにして頂き

昨年の12月に、忘年会を兼ねたクリスマス会

ました。ご利用者から「昔は良く行ったけど、

を行いました。職員の余興では、日頃とは違う

最近は行かなくなったね。ここで見られると思

変装して歌って踊る姿に、ご利用者の皆さんは

わなかったよ。」との言葉も聞かれ、近所の方

大笑いで、1年間のお腹の大掃除ができたのでは

も、
「いい匂いしてくるね。どんどん焚きな。」

ないかと思います。年末には見事な手つきで、

と声を掛けて下さいました。行事で季節を感

立派なしめ飾りを作って頂き、玄関や各部屋に

じ、普段と違う楽しさを味わって頂けたらと思

飾り、良い新年を迎える事が出来ました。野沢

います。また、昔ながらの伝統行事も大切にし

菜漬けも、ご利用者に教えて頂きながら一緒に

ていき、ご利用者や地域の方々の知恵や力をお

漬け、お茶などに美味しく頂いています。1月に

借りしながら、
「今日も楽しかった。」と言って

は新年会を行い、職員手作りの昼食でおもてなし

頂けるおもてなしを心掛けたいと思います。

をしました。15日にデイの庭でどんど焼きを行い、

大門の家

平成25年4月1日開所

季節感を持った行事

12月24日にクリスマス会を

ひと時を過ごしました。

行いました。開所式でも腕を

1月1日には、当日大門の家をご利用頂いた方と

揮った利用者の猪本さんにノ

初詣に出掛けてきました。「正月に初詣に行くの

ンアルコールカクテルを作っ

は久しぶりだ」との声もあり、それぞれの思いを

てもらい、参加した皆で美味

胸に手を合わせてきました。

しく頂きました。職員も手ほ

季節感を大切にした行事を計画し、利用者の皆

どきを受け、ぎこちないなが

さんや地域の皆さんと共に過ごせる時間をこれか

らもサービスさせていただ

らも作って

きました。翌日には、普段よ

いきたいと

りボランティアに来ている方

思います。

にもご参加頂き忘年会を開催
しました。利用者さん・ボラ
ンティアさん・職員が一堂に
会してお鍋を囲み、楽しい
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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

― 主役はご利用者の皆さんです−
日々、
楽しみをもって元気に暮らすには、
時に「私が主役になれる時間」
「達成感を持
てる時間」のある事が大切だと思います。体を動かすことが得意な方、
手芸が得意な方、
人前で話すことが得意な方、
世話を焼くのが得意な方、
世話を焼かれるのが得意な方…
など、
得意なことは人それぞれです。ゆっくりじっくりお話をしながら、
その方の得意なこ
とを見つけ、
主役になれる時間を作るお手伝いをさせていただきます。

《童心に返ってストレス発散？
！》

和田小学校3年生との交流

スポーツの秋！
いつもは真面目なご利用者も、
たまには童心
に返ってストレス発散！体も自然に動き出します。
普段から体を動かすのが好きな方も、
そうで
ない方も大活躍でした。

12月20日和田小学校の3
年生がデイサービスに来て
くださいました。
昨年話題になった「あまちゃん」のメロディーに合わせ
てのダンスを披露していただき、
その後は一緒に体を動
かして楽しみました。子供の笑顔に、
ご利用者も職員も
思わず笑顔が
こぼれました。

鍋を囲んで忘年会

新春 ― 書初め

1年健康に過ごせたことへの

「昔はもっとうまかった

感謝と労をねぎらって、
忘年会を

のになぁ」と、
ご本人はま

行いました。食べてしゃべって楽しい時間になりま

だまだ納得のいかない様

した。最後はご利用者にマイクを握っていただき、

子でしたが、
職員も周りの

締めの挨拶です。急なお願いにも拘らず、
一語一

利用者も、
皆うらやましく

語丁寧に、
ありがたい挨拶をいただきました。

なるほどの達筆ぶりに、
た
だただ関心です。
あまりにもすばらしい書でしたので、
デイサービスに
置かせていただい
ています。
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和田

グループホーム

デイサービスセンター橋場なごみや

年末恒例 餅つき大会
12月、グループ

明けまして
おめでとうございます

ホームの年末恒例

「福笑い」で新年初笑いです。

行事となりまし

26年も利用者の皆さんが、穏やかに

た、餅つき大会を

笑って過ごせるよう、一生懸命お手伝

行いました。

いしていきたいと思います。

グループホーム

本年もよろしくお願いいたします。

に入所されている
方も、なごみやを
利用されている方
も一緒に、お餅をついたり、丸めたりと大活躍
でした。
お手伝いいただきました、ご近所の皆様、関
係各所の皆様。この場をお借りして改めてお礼
を申し上げます。ありがとうございました。

ごはんの時間
ごはんの時間のこぼれ話
「おととい、何をしたか覚えている？」
「あれれ、すっかり忘れてしまった」
「いやだぁ、お汁粉を食べた日だよ」
「ああ、ああ、そうだ、その日なら、カラオケやったねぇ」
食べることには、不思議なパワーがあるようで、記憶の中に、味覚のパワーが加わると、かなり
遡ったとしても思い出せる気がします。
おいしかった味覚の記憶は、幸福感をともなって、身体の細胞に刻まれるのでしょうか。
デイサービスの昼食で、赤飯・すいとん汁・魚の粕煮・ぬた・ナスの煮つけなどが好評なのは、
お母さんに作ってもらって食べた、ほのぼのとした時間に寄り添えるからなのかもしれません。
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職員旅行に行って来ました。
平成25年度職員旅行

今年度の職員旅行

事ができるようして行きたいと思います。

は、日帰り、1泊2日、

職員の福利厚生も重要な職場の役割ですの

2泊3日のコースを

で、ご紹介しました。

設定し、行先はディ
ズニーランド、石
川県金沢方面、東
北方面、北海道、
沖縄でした。
それぞれのコー
スは、職員旅行で
ないと味わえない
内容とし、少し遠い場所もありましたが楽し
い旅が出来ました。また、同じ法人にいて
も、日頃なかなか話しをする機会のない職員
が、ゆっくり旅行をすることでコミュニケー
ションが取れ、気分もリフレッシュできまし
た。これからも、いろいろな職員といろいろ
な所に出かけ、日々の疲れを癒しより良い仕

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12月24日 ●じんりきクイック ／宮下
平成26年１月20日

●短期入所生活介護事業

／辰野

博郷様

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

●寄付金

賢様

☎68-0226

●デイサービスセンター 長久保（宅老所） ☎68-3374
●小規模多機能型居宅介護 大門の家

☎85-2218

☎41-2123

●デイサービスセンター 和田

●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

●配食サービス事業 あやちゃん弁当

●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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☎88-0077

☎88-0088

＊再生紙を使用しています。

●一部

100円

