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高齢者の皆さんのために
誠心誠意勤めます
理事長

渡邉

和美

去る7月9日の理事会におきまして再び理事長に就任することとなりました。2期目の
所信の一端を述べさせていただきます。
依田窪福祉会は、平成8年6月に社会福祉法人として設立され、平成9年4月に特別養
護老人ホーム、ショートステイを開所し、以降ホームヘルプサービス、デイサービスセ
ンター、居宅介護支援事業所、グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設を順次開
所しております。それぞれの事業所では地域の皆様にご満足いただける介護サービスを
提供しながら、高齢者とそのご家族の支えとなれるよう努めております。同時に行政と
の連携を強めながら地域の高齢者福祉の拠点としての機能強化に努め、住み慣れた自宅
で生活を続けるための支援にも力を注いでおります。そして、地域の皆さんの老後の人
生が実りあるものとなるよう、お一人おひとりがその人らしく生活できるよう応援して
おります。
いまや団塊の世代が高齢者の仲間入りをし、社会の高齢化はいっそう加速し、福祉に
対する要望、介護の必要性、更には社会的弱者への対応など“依田窪福祉会”の役割
は、益々増加の途をたどっております。また、世帯構成においても核家族化がさらに進
み、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯が増加し、在宅での生活を支える質の高い支援の
重要性が高まっております。
今後も、まだまだ勉強すべきところがいっぱいありますが、このような社会の状況や
地域、家庭の変化に対応し、一人ひとりのご利用者様に満足いただける介護を目指して
誠心誠意勤めますとともに、行政、役職員の皆さんと力を合わせ、地域の高齢者福祉の
拠点として、更に頼られ、信頼される“福祉会”にすべく努力してまいります。
多くの方々のご支援、ご指導、ご協力をお願いいたします。
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武 石

拠点

地 域 の 安 心 ・ 安 全 の た め に
～私たちができること～

Takeshi Area

特別養護老人ホーム

ともしび

ともしびでは、緊急の場合に備えて様々な訓練を実

方々がともしびに避難されてきた場合を想定し、受け

施しております。

入れ態勢を整える為の訓練です。平成 19 年からは上田

ご利用されている方の呼吸停止や意識消失を想定し

市と防災協定を結んでおり、介護が必要な方でも安心

て、AED を使用した救命訓練を行っています。この訓

して避難して来られる体制もとっています。

練は定期訓練とし、年１回依田窪南部消防署の職員に

地域にある

来てもらい、講習会を開催しています。他にも月１回

社会福祉法人

看護師が中心となり救命訓練を行い、講習で学んだ事

として、このよ

を忘れないようにしています。訓練は介護職員だけで

うな 訓練を通

なく、施設長や事務職員などを含む全職員を対象とし、

じて、ご 利用さ

職員の誰であっても 同じような対応ができるように

れている方や

なっています。

地域の皆様に

また、年２回防災訓練も行っています。これはご利

安心をお届け

用されている方の避難誘導に加えて、災害時に地域 の

していきます。

５月より、ともしび内地域交流スペースを一新
し、喫茶イベントを行っています。メニューは、
季節のデザートや、デザートバイキングです。

イベントに参加された皆様は、普段別々のフロアで過ごして
いるご利用者同士です。テーブルを共にすることで思いがけず
お話がはずんだり、懐かしい同郷のご友人に再会したりと、
毎回にぎやかな雰囲気です。時には職員が披露するフラダンス
も楽しんでいただいています。

現在はともしびのご利用者が中心となっていますが、地域
の方にも少しずつご参加いただいています。イベント開催時
以外でも、喫茶スペースでお茶を飲みながら休憩も出来るよ
う、常に開放しています。地域の皆様も気軽にお立ち寄りく
ださい。
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地 域 の 安 心 ・ 安 全 の た め に
ヘルパーステーション

～私たちができること～

こすもす

この頃テレビ等のニュースで認知症の方が

でも続けていただけるよう支援をさせていた

自分の行き先がわからなくなり行方不明にな

だいています。これからもこの気持ちを忘れ

ることが報道されています。

ずに「心地よい生活の支援を」目標にがんば
ります。

私たちヘルパーとして何が出来るのかを考え
ますと、以前、畑で体調を崩されているお年
寄りを発見し、自宅まで送り届けたことがあ
りました。それからは訪問の行き帰り安全運
転に心がけながら車外から地域のお年寄りの
様子を見させていただいたり、訪問先での利
用者様のちょっとした変化や、体調の異変に
早く気づくように対応させていただいています。
「安心」と「地域での生活の継続」がいつま

地 域で安 心・安全に暮らせる支援とは
居宅介護支援事業ではご利用者がどのように地域で生活したいか、要望を把握し、必要な
サービスを提供できるように計画をたてています。
介護保険のサービスを利用されていない方にも、介護保険のこと、福祉用具のことなど、な
んでも相談を受け付けています。
認知症や、さまざまな病気で身体が不自由になっても、住み慣れた地域で生活を送りたい
とお考えの方が多いと思います。その要望に応えられるよう、今後もご本人、ご家族を含め
て地域の方々と連携を取りながら、住み慣れた場所での生活が続けられるようにお手伝いを
していきます。
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点
武石 拠
Takeshi Area

デイサービスセンター鳥屋
～デイサービス鳥屋でできること～
今年も鳥屋自治会のお花見にデイサービス職員

護、重度要介護者の介護、栄養食事相談の経験者

が参加させていただきました。昨年は雪が降り大

がおります。皆さんにお集まりいただく場所とし

変なお天気の中でのお花見でしたが、今年は公民

てはもちろん、介護についてのお困りごとなどに

館の庭で焼き鳥などをいただきながら、楽しくお

もお応えしていきたいと思います。

花見をさせていただきました。
この日、地域の方々とお話をしていると、「鳥屋
城址へ登るスポーツの集まりがあるのだが、お昼に
おじゃましてもいいかい。
」といった話がでました。
地域の方がデイサービスに集まってくださるのは
大歓迎です。当日はデイサービスご利用の皆さん
といっしょに、にぎやかな昼食会になりました。
鳥屋は小規模のデイサービスですが、認知症介

武石あじさい園を散策

デイサービスセンター 上 本 入
地域の中のデイサービスとして
デイサービスセンター上本入は、利用者さん

認知症などの症状で自己主張が難しい方の生活

の家族と細やかに連絡をとりあっています。地

背景を教えていただきながら、ご本人が居心地

域の方々と交流会を行うことで、地域の方が何

良く過ごしていただけるような関わりをするよ

か困っていることはないかということを知り、

う心がけています。これからも地域の方々との

それらに積極的に関わりたいと考えています。

関わりから利用者さんにも安心して地域で過ご

そこで、地域の方々と利用者さんのつながりに

していただけるような取り組みにつなげるよう

ついて大切にしていることをご紹介します。

にしていきたいと思っています。

私たちは、若かりし頃の地域の中での利用者さ

こうした動きが地域の安心・安全を守ることに

んの姿などを地域の方からお聞きする機会があ

繋がっていくのではないかと思っています。

ります。（これが交流会を行っているもうひと
つの意義でもあります。）
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長 門

拠点

笑顔になれるかかわりを

Nagato Area

「デイサービスの力発揮」
デイサービスをご利用されている方で、一人暮らしの方
がいらっしゃいます。
デイサービスから帰られ、「次回のデイサービスではこん
な事を話そう。」と話題の準備をし、「広報にデイサービス
の話題を載せたのよ」と話してくださることがあります。
古町デイの名物は
お湯の香りと女伊達
見たか聞いたか

あるご利用者は歌の「旅姿３人男」をデイサービスのオ
リジナルソングとして歌詞をかえ、披露してくださいました。
職員も感激した歌を紹介します。

あの湯舟
流れとまらぬ
流れとまらぬ
かけ流し

また、レクリエーションでは、家では見せない表情を見せてくださることがあります。
家ではあまり話されない方が、レクリエーションで掛け声を出されたり、ユーモアのあることをして、他
のご利用者を笑わせてくださいます。一緒にデイサービスをご利用されている奥様が、「こんなお父さん初
めて見た」と驚かれていました。
デイサービスの力って底が知れないと感じます。「家ではできないことをデイサービスに来ればできる。」
これからも、そんなご利用者の力が発揮できる関わりができたらと思います。

５月、６月の行事の紹介

ボランティアさん来所

合同カラオケ大会

長和町の手話サークルの皆さんと手話に

普段と同じように見えますが、長和町の

挑戦。歌とあわせご利用者の手も自然と

事業所合同のカラオケです。

動きました。

いつもと違った雰囲気を味わえました。
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デイサービスセンター

長 久 保

長寿の味噌
利用者の優しく年輪の刻まれた手で作られた味

毎年恒例のデイサービスセンター長久保味噌

噌はとても美味しいです。

仕入れを、5 月 13 日に行いました。

たくさんの方にご賞味いただきたいと思います。

天気予報は雨マークでしたが、前日に願いをこめ

今 年 作った味 噌が 食

てテルテル坊主を作り、当日は快晴！
かまどの火の焚き方、大豆の煮え按配、つぶ

べられるの は、半 年

し方、麹の混ぜ方等、利用者の方々に一つ一つ

後です。ぜひデイサー

教えていただき、貴重な体験が出来ました。利用

ビスセンター長久保ま

者の方々は、この味噌で作る味噌汁を楽しみに

でお越しください。

されています。

職員の誕生日
職員の誕生日にサプライズで利用者の皆さんに「お花」を作っていただき
ました。昼食時には誕生日の歌を唄って、お祝いをしていただきました。
利用者の方々に誕生日を祝っていただけるデイサービスセンター長久保。
職員として、こんなに嬉しいことはありません。
デイサービスセンター長久保は、家庭的なやさしい時間が流れています。

大門の家
☆星にねがいを☆
大門の家では今年も七夕飾りを作成しました。
利用者の皆さんも職員も短冊にたくさんのお願い事を書きました。
ご家族の事、健康についての事、色々な内容がありましたが、どの
お願い事も書いた方の人柄が垣間みれるようでした。
皆さんの願い事が叶いますように。

100歳おめでとうございます!!
大門の家のご利用者の方が100歳の誕生日を迎えられました。
大門の家が開所し、1年が経ちましたが、初めての100歳の誕生日会
ということで盛大に行うことができました。
いつも素敵な笑顔をありがとうございます。これからもお元気でお
過ごしいただけることを心よりお祈りいたします。
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和 田 拠点

地 域 の 力 を お 借 り す る

Wada Area

デイサービスセンター

和田

ボランティアの皆さんに感謝 !
7 月より、デイサービスセンター和田へ 6 名のボランティアの皆さんに来ていただくことになりました。
毎週火曜日には 2 名ひと組で、交代しながら来ていただいています。
デイサービスには、ご利用者へのお茶入れから食事の片付けまでしていただけるお元気なご利用者か
ら、認知症などにより職員の付き添いが必要なご利用者、医療的な処置や重度の身体介護が必要なご
利用者など、様々な方が来られるため、職員はご利用者一人ひとりの状況に合わせて関わらせていただ
いています。また、その間にも掃除や洗濯といった雑務や、移送サービスによる病院への送迎にも対応
しているため、職員だけで出来ることには限界があると感じていました。
そんな時に法人の評議員会でお話させていただいたところ、和田地域の評議
員の方からボランティアを申し出ていただきました。実際に来ていただくまでには、
どんな事をしていただきたいかや、どんな事が出来るかなどのお話もさせていた
だきました。
初日にはいつもと違う顔ぶれに、ご利用者の皆さんの生き生きとした笑顔が見
られ、和やかな雰囲気になりました。まだ始まったばかりですが、ボランティアの
皆さんともコミュニケーションをとりながら、力をお借りしていきたいと思います。

ボランティアさんに
感謝！
い つ もと違う顔 ぶ
れ に 自然と会 話が
弾みます。
これからもよろしく
お願いします。

和 田 中 学 校、依 田 窪

ご利用者も集まれば力を発揮！
？

南部中学校から、職業

季節をあじわい、七夕の飾り付

体験に 3 名の生徒がき

けをされました。

ました。緊張の様子で

「あーだ、こーだ」と話をしなが

したがご利用者や職員

ら楽しまれました。こ

と関係を築こうとする

の後はさらに楽しみ

姿勢がみられ感心しま

の、おいしいご馳走

した。中学生も立派な

をいただきました。

地域の力です！
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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

ようこそ「お茶飲み会」へ
すでに顔馴染みの方もおられ、和やかなひと

グループホーム和田を開設してから10年目に
入りましたが、6 月中旬に、ご近所の皆様を「お茶

ときを過ごすことができ、入居者の方が「また、

飲み会」に初めてお招きすることができました。

来てくださいね」と笑顔で見送る光景に、今回

和田橋場地区の皆様に、私たちのことを、よ

のお茶飲み会を実施できて本当に良かったと、
心がほのぼのとする想いでした。

り一層知っていただく機会にするために、チラ

一度訪れてみたら、何度でも行きたくなる、

シを手作りしてご案内したところ、5 名の方が

そんな、人の集まる「家」にしたいと願ってい

訪れてくださったのです。

ますので、これからも、
『ようこそ』
・・・を発

日ごろから、ご挨拶は交わしていましたが、

信し続けていきたいと思っています。

「家へお招きする」という機会はなかなか作れ
ないままに、ずいぶんと日々が過ぎてしまって
いました。
グループホームをよく知っていただくため、
職員の紹介や施設・建物内部のご案内をさせて
いただき、
「グループホーム見学会」も併せて
の開催となりました。
どんなふうに住んで・暮らしているのかを「ご
近所様」に知っていていただくのは、何か不測
の事態が生じた際にも、とても大切なことだと
改めて感じました。

ごはんの時間
け

晴れと褻
デイサービスでの昼食は、ご利用者様にワクワクして
いただける「晴れ」の外食でありたいと願っています。
「今日は何？」と楽しみにしていただけたら、デイへの
お出かけに華を添えられます。
対して、ご自宅での毎日のお食事は、日常の「褻・け」
として、日々の生活を穏やかに支えています。
デイでは時々ですが「晴れ」を「特別な晴れ」にすることがあります。
今回は「七夕御膳」として、いつもより着飾ったお食事をご用意させていただきました。
彦星と織姫の再会に想いを馳せつつ（？）満腹の笑顔が溢れました。
※注 「褻・け」… 改まった場合ではない，日常的なこと。普段。平生。↔ 晴れ
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平成25年度決算報告
《社会福祉法人依田窪福祉会》

○決算報告書類は当法人ホームページでもご覧いただけます。

貸借対照表の概要※

事業活動収支計算書の概要

（平成26年3月31日現在）

資産の部
流動資産

固定資産
基本財産

236,091

563,745
461,855

その他の固定資産 101,890

（単位：千円）

負債の部
流動負債

68,920

固定負債

73,216

負債の部合計

142,136

純資産の部
基本金

1,000

基金

0

国庫補助金等積立金

424,403

その他の積立金

資産の部合計 799,836

0

次期繰越活動収支差額

232,297

純資産の部合計

657,700

負債及び純資産の部合計

799,836

（自 平成25年4月1日 至

平成26年3月31日）
（単位：千円）

合 計
649,327
648,466
861
50,584
47,522
3,062
3,923
975
975
0
3,923
238,572
242,495
0
242,495

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もののみ

社会福祉事業
580,049
587,258
▲7,209
50,484
43,444
7,040
▲169
975
975
0
▲169
232,466
232,297
0
232,297

公益事業
69,278
61,208
8,070
100
4,078
▲3,978
4,092
0
0
0
4,092
6,106
10,198
0
10,198

台湾から大学実習生の受入
台湾の「嘉南藥理科技大學」より、みまき福祉会と
当法人に合わせて7名の学生が、2ヶ月間実習に来
ています。介護を学ぶだけでなく、日本の文化に触
れたり、利用者や職員とコミュニケーションをとり
ながら、いろいろな経験をしています。学生を受け
入れることで、実習先の職員にも新たな学びがあっ
たようです。

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
●短期入所生活介護事業

☎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

●依田窪福祉会居宅介護支援事業

☎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

