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「地域社会への貢献」

理事長

渡 邉　和 美

　ようやく木々の芽吹きが一斉に始まり、草木の持つやわらかい香りが芳醇さを増し非

常に心地よく感じられていますし、巷では春の農作業が始まり、地域に一層の活力が生

まれています。

  一方、安倍内閣のもと国益を重視した政策アベノミクスが本格始動し、4月から消費税

8％に税率が引き上げられ、私たちの生活に直結する介護保険利用者負担、諸々の生活

用品、食料品等々が一斉に値上げになり家計が厳しさを増しています。

　さて、従前から社会福祉法人への税制優遇等に対する対応等について様々な指摘や批

判が顕在しています。こうした指摘等に対する社会貢献事業の一環として、平成26年度

依田窪福祉会事業計画では、各事業所の施設の一部を地域に開放し、趣味の集まりや子

供の長期休暇中の居場所等に利用できるようにしたり、「ともしび」では、元々あった

喫茶スペースを復活させ、施設利用者はもとより、その家族、地域の皆様に自由に来所

していただき、お茶を飲み交わしたり、談笑したり、カラオケをしたり等々ができるよ

うにスペースをオープンにして、施設と地域との連携強化を図りながら、社会福祉法人

としての重要な使命であります「地域社会への貢献」の一環として一歩一歩事業推進を

図って参りたいと考えています。

　更に、今後、法制度が整ってきた中で、依田窪福祉会として可能な範囲で、身体障が

い者、生活困窮者に対する支援活動を行いたいとも考えています。

　また、今後進んでいく地域包括ケアに対しましては、在宅医療と介護の連携強化、認

知症施策の推進、生活支援・介護予防の充実等々、医療・介護・福祉のネットワークを

更に強いものとして、この地域の福祉の向上に寄与していきたいと考えています。

　最後に、この地域（長和町・旧武石村）は、全国平均の高齢化率を10年以上先行してい

る超高齢社会の中にあります。元気に年齢を重ねられることが望ましいのですが、介護

を要する状態になっても、ともしび（依田窪福祉会）で安心して暮らしていただける様に

鋭意努力を続けてまいりますし、「地域住民から頼れる法人」となるべく成長を是非見

守っていただきたいと思います。また、「依田窪福祉会があって、本当に良かった。」と

心からご満足いただけるような法人であるよう、引き続き職員一丸となって取り組んで

参りますので、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。
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武武 石石 ブロックブロック
Takeshi Area

　今年度のともしびのサービス目標は「楽しい生活の

支援」といたしました。

　誰もが、人生をより楽しく、より幸せに生きたいと

願うものです。幸福でありたいと願うからこそ、明日

を信じて生きていられるのかもしれません。

　ともしびは、介護を必要とされる高齢者の皆様が集

う「社会」であり「家庭」ですので、そこに暮らす

方々に、生きている楽しみを見出していただくため

に、私たち職員が専門職としての理にかなった支援を

提供させていただくことが重要だと考えます。

　おいしい食事には満ち足りた感情が湧き、楽しい会

今年度のともしび 山崎　勝彦

話には心が弾みます。好きな音楽を聴くと心が和み、

鼻唄も歌えます。手の温もりには安心感を持ち、向け

られる笑顔には穏やかな笑顔を返すことができます。

どれも決して特別ではないけれど、楽しく生きるため

には大切な、欠くことのできない生活のシーンと言え

ます。

　入居者の皆さん

に、優しい時間が流

れるように努力して

まいります。

地域をつ なぐ

　私たち介護支援専門員が担当させていた

だいている方たちのほとんどが地域でずっ

と生活をしていきたいという気持ちを持っ

ておられます。その気持ちを実現できるよ

う、できることはご自分で行っていただ

き、支援が必要なところをお手伝いするの

が私たちの仕事です。

　“地域で生きる。地域の方とつながって

いることができる。”そのためにはいろい

ろ必要なことがあります。それは個々で違

いがあると思います。たとえば自宅内を動

きやすいようにする、外出しやすいように

改修する、外で動けるように歩行器・電動

カートなどを準備する、自分で出かけられ

ない方はデイサービス・デイケアで地域の

方と交流ができるようにするなど利用者の

方が希望する地域とのつながりを考えま

す。それが実現し喜んでいただけるよう、

今後も努力していきます。何か相談したい

ことなどがありましたら気軽に声をおかけ

ください。

武武 石石 ブロックブロック
Takeshi Area
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「こんなことも地域の力で！」

武武 石石 ブロックブロック
Takeshi Area

地域の皆様と共に
　デイサービス鳥屋では、買い物支援の一環とし
て新しい取り組みを始めました。
　朝、地元の業者さんにその日のお買い得品など
を知らせていただきます。買い物をしたいご利用

者さんは、注文書に記入
します。午後、写真の
ように個人ごとに袋
に入ってデイサー
ビスに商品が届き
ます。
　これまで３回実施

し、皆さん卵、牛乳、

お惣菜、果物などを購入されています。お店では
個人宅に配達もしているそうですが、「少量を注文
するのは気が引けて」とおっしゃる方も、デイサー
ビスでまとめれば注文もしやすいとのこと。
　地域のお店が活性化されていくためにも、多様
な活用をして互いのメリットを引き出せたら良い
のではないかと思います。

　３月半ば、デイサービス上本入に東京から２
名のお客様がいらっしゃいました。介護福祉士
が地域の中でどのような役割を担っているのか
ということを実際目で見たり職員にヒヤリング
をするということで来られました。数ヶ月前か
ら決まっていた日程であったのでどんなことを
お話しようか悩んだ結果、上本入らしいお出迎
えをしたいと考えつきました。
　数日前から地域の方に同席していただけるよ
うお願いをし、当日快く来てくださいました。
予定していた時間いっぱい使っていただき、地

域の方々からデイサービスと地域のつながりに
ついて、行なってきた行事などを含めて紹介し
ていただきました。来られたお客様は「そんな
こともやっているんですね」と関心深く聞いて
おられ、「秋ごろもう一度来たい」とおっしゃっ
て行かれました。
　来客対応を地域の方々にやっていただいたこ
とを通して、地域の方々との行事を一緒にやっ
てきた方々からの生の声を聞くことができ、こ
れまでの地域の方々との関わりを振り返ること
ができました。そしてまた新たなアイデアも地
域の方からいただくことができました。　こすもすが統合して1年がたちました。この

1年間で職員もご利用者と顔なじみになり、ご
利用者の方の好きなことや、ヘルパーに対し
ての要望などがはっきり見えてきました。
　今年度はこの1年間で築いてきた、ご利用者
の方との関係を基本に「心地よい生活の支援」
を目標にしてまいります。住みなれた地域でいつ
までも生活ができるように、ヘルパーとの関係も

より一層深くし、訪問で伺うことを楽しみで待っ
ていただけるよう努めていきます。
　また近隣の方とも顔なじみになり、地域の
方と共に支援ができたらと思っております。

ヘルパーステーションこすもす

特別養護老人ホーム　ともしび
　ともしびは多くのボランティアの方々によって支えられて
います。
　定期的に来て頂いてる洗濯物たたみボランティアさんとは、
職員ともに顔なじみになり、「今度あそこに食事をするところ
が出来るらしいよ」などと地域の様子も教えて下さいます。

雑巾を縫って頂いたりと沢山のボランティアの方々によってと
もしびが支えられています。今年度はボランティアの方やお客
様がゆっくりと寛げるようホールのレイアウトを変更しました
ので、休憩や面会時に活用して頂きたいと思います。また、時
間が許す時には、昼食等も召し上がっていただきたくお誘いし
ていきたいと思います。
　地域の皆様のお力添えあってのともしびです。今後とも変わ
らぬご支援をよろしくお願い致します。

　先日は依田窪地域を中心に活動している、長和
グリーンハーモニーの方々が合唱を披露して下さ
いました。
　メンバーの方々は依田窪地域出身の方が多く、
ご利用者と知り合いの方もおり、アットホームな
雰囲気で歌を楽しむことができました。
　その他にも、ひな人形や五月人形の飾り付けや、

11月、
十日夜のわらでっぽうを
鳥屋の子どもさん達が
デイサービス前で
歌ってくれました。

●困ったことがあったら地域へ相談する！

●助けてほしいことがあったら地域へお願いする！

●嬉しいことがあったら地域へ報告する！

●楽しめることは地域の方と一緒におこなう！

　こうやってデイサービス上本入はこれからも地域との
つながりをより強くしていきたいです。

デイサービスセンター 入本上

デイサービスセンター鳥屋
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　デイサービスセンター長久保では、お花見や、
紅葉狩り、天気がよい日には「今から出かけよう！」
と、お散歩へ出かけたり、ご利用者の方々に教
わりながら、野菜作りや、味噌作りも行っています。
　男性の方々に多く利用いただいているデイ
サービスセンター長久保ですが、お一人お一人
のニーズをしっかり受け止め、男性のご利用者

「新たなサービス開発」 「安心感・温かさ」を大切に

長 久 保デイサービスセンター

　昨年度後半から、旧長門地区だけでなく、長和町全体で

のサービスの開発を考えていく為に、依田窪福祉会の長門、

和田にある事業所合同の会議を行っています。

　地域へのサービスとして、昨年は主に男性介護者の会、認

知症啓発活動を行いました。今年度も引き続き行っていこう

と考えていますが、男性介護者の会は、多くの介護者が出席できるように夜に開催をしたいと思います。

そのためにも、デイサービスの営業時間を延長し、介護者の方が安心して外出ができるように考えています。

　認知症啓発活動は、小学校の児童、ＰＴＡの方々に認知症の理解を深められるよう小学校で開催しま

す。また、一般の方へは認知症サポーター養成講座を開催するよう考えています。

　そして、新たなサービス開発として考えているのは、地域での夜のイベントです。長和町にある事

業所での開催を計画し、食事やお酒を飲んだり、いつもと違う夜のデイサービスで、地域の方々、ご

利用者、職員の関わりを深め、気軽に相談できたり、楽しみが増えたらと思います。

の方も、女性のご利用者の方も、「楽しかった」「ま
た来よう」と思っていただけるよう、長門拠点
間での交流を深め、幅広いレクリエーションの
展開を考えております。
　「安心感・温かさ」を大切にしながら、これか
らのデイサービスセンター長久保を職員皆で盛
り上げていきます。

ご利用者も、身を乗り出して玉を投げ、
鬼も逃げだし、皆さん笑顔でした…

節分
ご利用者直筆の「ひなまつり」の
歌詞カード。なかなかの達筆です。

ひなまつり

デイサービスの玄関は、
ご利用者に植えていただいた
　お花でいっぱいです。

紙コップの裏に番号を書いて順番に積み重ねます。
1 から 50 に積み重ねたり、奇数、偶数に分けたり、

方法は色々です。

レクリェーション

活

動

内

容

の

ご

紹

介

　1月12日、宮ノ上地区で開催された通常総

会・新年会に参加させていただき、大門の家の

様子を紹介し、ボランティアの募

集をさせていただきました。

また3月18日には防災訓練を行

い、職員だけではなく地域の皆様

にも参加・協力していただきまし

た。スムーズにいった部分、なか

なか思うようにいかなかった部分

などそれぞれありましたが、とて

も有意義な訓練となりました。

　今後も「うちの近くには、こんな良い施設が

ある」と皆様が自慢できる事業所となれるよ

う、地域の一員として頑張っていきたいと思い

ます。

節分 豆まき／デイサービスセンター長久保に福がたくさん来ますように。 音楽村／水仙を見に出掛けました。

大門の家

地域の皆様のお力を借りて

新 年 度 へ 向 け て長長 門門 ブロックブロック
Nagato Area
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和和 田田 ブロックブロック
Wada Area

グループホーム和田
デイサービスセンター橋場なごみや

つながる場所
　「あー、あの人は○○ちゃんじゃねぇかい。私と同級なんだに。」「昔は一緒に働いたんだよ。久しぶり

だねぇ。」…デイサービスに新しいご利用者来られると、いつもそんな会話が始まります。久しぶりの再会

に喜ばれ、初めて利用された方もホッと一安心です。普段、中々遠くまで出かけられない方、家から出

られない方、仕事や家での農業を引退され人とのお付き合いが狭くなってしまった方など、デイサービス

に来られての再会に、笑顔になる方がたくさんいらっしゃいます。

　デイサービスに慣れてくると新たな出会いも生まれます。気の合う方や同じ趣味

の方が集まり輪ができます。「おらぁ、足がいっそ動かなくなってきちまって。」

と、誰かが口にすれば「何言ってるだい。あんたの方がずっとしかっかりし

てるじゃねぇかい。」と、気合いを入れられ元気をもらっています。職員

が「大丈夫だよ。」と、声をかけるより100倍効き目があるように感じます。

　お年寄り同士の力ってすごい！ですね。

デイサービスセンター和田 かわら版かわら版
地域の皆様と共に

ごはんの時間

　２月14 日から降り続いた雪は記録的な大雪とな
りました。「こんなんは、生まれて初めてだわい」と、
90 歳を過ぎた方々が口々に言うのですから、まさ
に一大事。14日の真夜中、私は空に叫びました「明
日からの、あやちゃん弁当はどうする…」
　15日、早朝「今夜は厨房に泊まるつもりで家を
出たわよ」調理員さんから電話が入りました。そ
うです、まずは職場にたどり着けるかが最初の難
関、次は配達できるか。
　調理員さんはフルパワーで2回分の弁当を調理。
配達は昼・夕を一度に届けることにし、2人体制

で雪かきを積んで出発。家によっては、玄関まで
1ｍ近い積雪を数メートル除雪しないと、配達が
できません。道路状況は最悪で、まさに決死隊。
　「あれ、こんな日に、来たのかい、びっくりだぁ。
今日は来ないと思っていた」息を切らして必死の
私たちには、こんな労いの言葉がかけられました。
調理員さんも、配達の方も、デイ和田のスタッフも、
いざとなったら凄いんです。びっくりしてもらっ
て、大雪と闘ったのが報われました。この非常事
態体制は一週間続きました。

　ご利用者やご家族、そして地域の皆様にも、
楽しく過ごしていただくことができる、和みの
場でありたいと思っています。
　気持ちとしては、玄関も窓も開け放ち、「い
つでも、お出かけください、ようこそと笑顔の
看板を掲げております。
　グループホームには運営推進会議の開催が義
務付けられています。
　この会議では、ご利用者・ご家族・市町村職員・ 地域の代表者の方々に、施設の活動や日常の出

来事などをご報告し、貴重なご指摘やご意見を
いただいております。また地域の様子やイベン
ト情報などを教えていただくことで、ご近所の
皆様との時間に参加でき、地域の活動に寄り
添った生活の展開にとても役立っております。
　地域の中で、「施設」としてではなく、高齢
者の集う「大家族の家」として、受け入れてい
ただき、「ご近所」としてお付き合いを続けて
いただけるように、これからも地域の皆様との
繋がりを大切にしていきたいと思っております。

あやちゃん弁当　参上!!

　少し前からデイサービス
を利用されているＴさん。
とっても働き者で職員！？
のように仕事をしてくださ
います。
　Ｔさんもデイサービスに
来て久しぶりの再会に喜
ばれました。

　お孫さんのために飾ってい
たという雛人形。今はお孫さ
んも嫁がれて飾ることもなく
なっていましたが、デイサー
ビスにご寄付いただき飾らせ
ていただきました。
　デイサービスまで人形をわ
ざわざ届けてくださったＫさ
んとお孫さんに感謝を込め
て、久しぶりに飾ったひな壇
の前でパチリッ！と記念撮影。

　他の方がされた計算ドリルを答え合
わせ中のＹさんとＳさん。ＹさんとＳさ
んはデイサービスに来られてからのお
付き合い。いつも同じテーブルで過
ごされます。

　春になると自然と外に出たく
なります。職員が外で草取りを
始めたところ、外の様子が気に
なるようでソワソワ…。
　草取りを楽しみ！？に待っていま
したとばかりに外へ出ました。

つきたての
お餅に

大満足！

地域の皆さ
んの

ご協力に感
謝

和 田 拠 点 つ な が る 場 所和和 田田 ブロックブロック
Wada Area

デイサービスセンター和田 かわら版かわら版
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●デイサービスセンター 長門 ☎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 ☎41-2123

●デイサービスセンター 和田
●高齢者生活福祉センター ☎88-0077
●配食サービス事業 あやちゃん弁当

●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

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

●依田窪福祉会居宅介護支援事業 ☎85-2047
●ヘルパーステーションこすもす ☎85-0098

●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
［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

ご寄附ありがとうございました。

平成26年4月24日
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　「平成26年度上田市わがまち魅力アップ応援事業」の助
成を受け、福祉職場で働く看護師のスキルアップのためと、
福祉職場で働くことに興味のある看護師のための研修会
を開催します。詳しくは ☎85-2202 保科 まで。

看護師研修会のお知らせ 7月27日～

5月より
開店です

ともしび喫茶室復活！！

鳥屋の２階をお使いください。

依田窪
福祉会の事業所へお出掛けください！

5月は第3週からスタートします。

喫茶の名・メニュー現在検討中

地域の方も出かけて下さい！

お待ちしています。

　デイサービス鳥屋では、２階を地域の皆様
に開放しております。
１月には、仲間で麻雀をやるのに使いたい、
と地域の方がおみえになりました。趣味の集
まりや、小学生の長期休暇中に宿題をやる場
所としてなど、ご利用していただきたいと思
います。手作りの昼食をご利用者の皆さんと
召し上がっていただくこともできます。

外出して留守にすることもあ
るため、事前にご連絡くださ
い。☎85－0010


