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理事長

渡 邉　和 美

　初春にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。

　日頃より、社会福祉法人依田窪福祉会の運営に対しまして、ご支援を賜り心より御礼

申し上げます。依田窪福祉会も皆様方のお力添えを持ちまして、無事に2015年を迎え

ることができました。本年も旧に倍してのご協力をよろしくお願い申し上げます。

  昨年は、豪雪や集中豪雨の被害、火山の噴火、台風など自然災害が多発した一年で

した。これらの災害によって多くの人が亡くなり、多くの家屋・農業施設の倒壊、農業

被害も大きいものでした。心からのご冥福と、お見舞いを申し上げます。

　また、昨年は安倍内閣の突然の年末衆議院解散があり、衆議院総選挙によって自公が

三分の二以上の議席を獲得しましたが、安倍政権による強権政治の始まりが感じられる

この頃です。昨年4月に消費税を8％に増税し、平成29年4月から10％へ増税する方針を

明確にしました。アベノミクスは円安を招き、輸入品価格の上昇により物価は上がり、

輸出企業は業績を上げていますが、下請けとなる国内の製造業は材料費の高騰のために

さらに苦しくなっている状況がうかがえます。

　福祉関係では改正介護保険法が今年４月より施行され、介護保険制度の大幅改正、介

護保険料の平均2.27%減額改定、介護サービスの利用の在り方やサービス利用時の負担

変更等、社会保障制度の抜本的な見直しが本格的に始まろうとしています。

　このような制度変更に伴い、地域社会や家族の役割がより重要となります。しかしな

がら、この地域では過疎化と高齢化の進行により相互に支え合う力が失われてきており

ます。地域の共有財産であり、皆様の福祉資源である依田窪福祉会の役割は益々重要と

なり、増すばかりであります。こうした中で、私達、依田窪福祉会といたしましては、

地域の問題を地域の皆様方と同じ目線で捉えながら、社会福祉事業の主たる担い手とし

て、また、地域に寄り添い支え合う施設として役割を担って参ります。

　地域の皆様の信頼に応えられるよう役職員一同最善の努力をいたしますので、何とぞ

ご協力ご支援を頂きますようお願い申しあげます。

　みなさまのご多幸とご健康を祈念し、挨拶とさせていただきます。

地域に寄り添い
支え合う施設として
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武武 石石
Takeshi Area

“いっしょ”であること

「 ゆ っ く り 、 い っ し ょ 、 わ が ま ま 」 の 実 践

　ともしびでは、「ゆっくり、いっしょ、わがまま」を介護方

針にご利用者に関わらせていただいています。

　昨年の秋ごろ、ご利用者から「みんなで“いっしょ”に体操

をしたい！！」との要望がありました。そこで朝ラジオ体操を

はじめました。時間になると車椅子を自分で動かし、ホールに

集まって来てくれます。「いっち、にっ、さーん」と掛け声を

かけてくれる方もいます。皆さん元気の良い表情で一生懸命身

体を動かします。すると、体操だけでは物足りなくなったのか

「みんなで“いっしょ”に歌を唄いたい！！」という声が上が

りました。今では体操の後、一曲歌を唄うのが日課となってい

ます。

　介護はご利用者の身体状況や習慣に合わせた個別支援が基本

です。しかしそれだけではなく、ご利用者が集まっていっしょ

に何かできる楽しさや充実感を味わえる場面を作っていくこと

も、生活を豊かにしていくうえで大切な支援です。ご利用者は

それぞれのユニットで生活をしていますが、すぐに集まって何

かできるのは施設の利点でもあります。今後もご利用者が集

まって、いっしょに活動できる機会をたくさん作っていきたい

と思います。

特別養護老人ホーム　ともしび

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area
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ご利用者からの声

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

いっしょに過ごす 　「ここへ来るのが楽しみになっちゃって。家に居て雪が降ってきたら、１日
空見て終わるだけだもの。」とおっしゃってくださったのは、ご近所の方が
行っているからとデイサービス鳥屋の利用を始められた９５歳のＡさん。
「デイサービスに来れば１日が早い。一人で家にいたら１日が長くて。」と、
多くの方が感じておられるようです。「夕飯もここで食べられたらいいのに。
ひとりで弁当食べてもうまくなくて。」と、ひとり暮らしのＢさん。
　食事を作り、ご利用者も職員も皆でいっしょに食べる。おしゃべりしな
がらお茶を飲む。一人ではない「いっしょ」に過ごす時が生活の張りになり、

安心できる時間になります。出かける機会があま
りない方も、皆といっしょに出かけて買物や外食
を楽しむことができます。
　どうぞ、これからもデイサービス鳥屋へお出か
けください。

・長芋１００ｇ　　　　　　・りんご１/４個
・甘酢・・・塩小さじ１/５、酢小さじ１/２、砂糖小さじ１/２
・ごま油大さじ１/２

　ヘルパー訪問では、「ゆっくり、いっ
しょ」を心がけながら、ご利用者のペースに
合わせゆっくり会話をする事を心がけてい
ます。調理方法や味付けなどがご利用者の好
みに添えるようお聞きしながら行います。時
には一緒にメニューを考えながら作ってみて
「今回はとても美味しく出来た」「今度はこ

の調味料を多く入れてみようか」と話しが
弾むと、次回の訪問がお互いに楽しみになり
ます。住み慣れたわが家で、その人らしく、
わがまま（ご利用者の思い）に暮らせるよう
に「ゆっくり、いっしょ、わがまま」を援助
の中に取り入れていきたいと思います。

ヘルパーステーションこすもす

　現在、デイ上本入はともしび内の厨房から昼食をとっ
ています。今まではデイの中で食事を作っていたので、
具材を切ったり味付けをしたり味見をしたり、とご利
用者にもやっていただけることがたくさんありました。
　現在の体制になり、どのように準備などをしていこ
うかと迷っていたところ、ご利用者が、「一緒に取りに
行くよ」と声をかけてくださいました。ともしびまで
取りにいくのが習慣になりました。今まで「私は何に
もできないから」とおっしゃっていた方が「グラスに
水を入れとくよ」とか、「私が盛り付けやるから」と積
極的に動いてくださっています。
　このように食事を取りに行くところから配膳するま
でを、ご利用者のペースでゆっくりいっしょに準備を
行っています。ご自分のできること、やりたいことを
主張できる雰囲気づくりをこれからもしていきたいと
思います。

「ゆっくり、いっしょ、わがまま」を実践して

デイサービスで人気の一品 ≪長芋とりんごの甘酢和え≫ 長芋とりんごは千切りにします。甘酢で和え
て味が馴染んだら、ごま油を加えて和えます。
「こんどのお茶のみに作ってみ
よう。」とご利用者の言葉です。

　依田窪福祉会には「ゆっくり、いっしょ、わがまま」という介護方針があります。特に私た

ち介護支援専門員が、ご利用者の生活を考える際に大切にしていることは「わがまま」です。

身勝手という我が儘ではなく、「我のまま」ご利用者が今まで何十年と過ごしてきた暮らし

を、介護が必要になったとしても自分らしく過ごせるように支援することです。

　ご利用者が生きてこられた時代背景を知ることは、支援の手がかりになります。戦争当時

のこと、古くからの慣習をお聞きしたり、今までの生活、望む生活などを聞かせていただ

き、少しでも「我のまま」が続けられるように支援をしています。

「わがまま」応援します。

「我がまま」応援プラン　

・認知症があるけど住み慣れた自宅で１人暮らしを続けたい。

・ずっと誰かがいるのはいやだけど一人もいや。時々ヘルパーさんに訪問して欲しい。

・デイサービスを定期利用ではなく、月に１回だけ、好きなときに利用したい。

・１日の利用は長いから半日利用で送迎して欲しい。入浴だけしたい。

など。ご利用者が望む生活に近づけるよう調整させていただきます。

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

「 ゆ っ く り 、 い っ し ょ 、 わ が ま ま 」 の 実 践

忘年会でプレゼント 昔からの仲良し

外出・ひまわり見物
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　今年も立派な野沢菜を、ご利用者やご近所の方にたくさんいただきました。
さっそく、漬け方を伝授してもらいながら、野沢菜漬けのでき上がり。
塩の加減は、「手が覚えてるから、計ったりしないよ」
たくさんの知恵袋が、手の中に隠されていました。
　年末から、少しずつ食べています。

郵便局の職員の方に
認知症キャラバン
（オレンジリング）開催

紅葉狩りに外出しました。

「何はなくとも、菜っぱの漬物！」

感謝の気持ちを込めて、忘年会を開催しました。
「長久保寿司」　職員が板前になって、握り寿司を作りました。
「お客さん、いいネタ入ってるから、食べてって！！」
「マグロちょうだい！」「たこ下さい！」
ご利用者も、職員もなりきって、にぎやかな忘年会となりました。

「長久保寿司」の締めは、職員からのスマイル！
「一年ありがとうございました。また来年も、元気に笑っていきましょう！」
たくさんの笑い声が響きました。
笑う門には福来る。2015 年も笑顔を届けてまいります。

「一年ありがとうございました」

長 久 保デイサービスセンター

長和拠点では、認知症啓発活動を合同で行っています。今回は丸子郵便局で行い、15 名の方に参加し

ていただきました。認知症の症状や応対の方法について、寸劇を交えながら説明しました。認知症の話を

初めて聞くという方が多かったですが、具体的な事例で説明すると「そういうことあるよね」「予防はどう

すればいいのか？」などの質問も出てきました。認知症への意識が高まった様子がみられました。今後も

継続してこの活動を行っていきます。

　年末年始に色々な行事をしました。１２月にはクリ

スマス会を行い、普段見る職員によく似たサンタさん

が、ご利用者に笑顔とプレゼントを配りました。私た

ちもご利用者から笑顔のプレゼントをいただけてとて

も嬉しかったです。

　年末には、お正月の飾りつけをご利用者に手伝って

いただきました。丁寧に飾ってくださり、大門の家も

無事に気持ちの良いお正月を迎えることができました。

　新年には、手作りの大きな福笑いを作りました。さっそくご利用者や職員が挑戦し、新年初笑い

となりました。また、新年会では、職員が二人羽織や踊りなどの出し物を行いました。ご利用者に

楽しんで頂けるよう準備をした甲斐があり、喜んで頂けました。

　こういった行事一つ一つが、大門の家の笑顔の源になっています。

大門の家

秋、冬は行事がいっぱい

紅葉は家の付近でも見ることができるかもしれませんが、デ
イサービスセンター長門では「水面に映る紅葉をみよう」と、
武石の上本入へ紅葉狩りに外出しました。
水面に映る紅葉は見事で、ご利用者も感激をされていました。

デイサービス長門の忘年会開催
毎年恒例の忘年会を２日間行いました。
特別メニューの昼食に、職員の催し物など
楽しい一日にご利用者も笑顔でした。

手作りの正月飾り
デイサービスセンター長門では、毎年しめ縄などを買って準備をしていま
した。しかし、今年はご利用者手作りの正月飾りを飾ることができました。
１１月半ばからご利用者が心配をしてくださり、「よし、俺が作ってやるよ」
と利用日に男性２名で打ち合わせをし、お店の商品顔負けの立派な正月
飾りを作ってくださいました。

「笑顔の源」

笑 顔 に な れ る か か わ り を長長 門門 拠点拠点
Nagato Area
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「一年ありがとうございました」
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笑 顔 に な れ る か か わ り を長長 門門 拠点拠点
Nagato Area
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和和 田田 拠点拠点
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

年 を と っ て も 生 き 生 き と

届 け る

　１２月、デイサービスセンター和田では忘年会を行ないました。忘年会には、地域から大勢の方に訪問して

いただき、行事を盛り上げていただきました。

忘年会は、食事と芸能の２部構成です。まずはご利用者の「かんぱ～い！」の発声でスタートしました。熱々

の鍋を皆で囲み、いろんな出来事を振り返りながら楽しいひと時を過ごしました。午後にはGMS－劇団スーパー

マダムの皆さんや、山口社中の皆さん、おなじみの手話ダンスグループの皆さんなど、多数出演をしていた

だきました。職員もご利用者も混ざっての参加型にしていただいたため、歌に踊りに、にぎやかに楽しむこと

ができました。

　２４日のクリスマスには、和田小学校より３年生の皆さんが訪問をしてくれました。「ありゃー俺の孫だ」と、

突然の訪問に驚かれたご利用者も居ましたが、子どもたちの顔を見ただけでどのご利用者も笑顔がこぼれま

した。運動会でおこなった「妖怪ウォッチ」のダンスや笛の演奏を披露していただき、その後は風船を使って

子どももご利用者も入り乱れ、身体を動かして遊びました。子どもたちも「楽しかった～」と、デイサービス

への訪問に満足した様子でした。

　たくさんの方に支えていただいた２０１４年。今年も地域の方にお世話になりつつ、感謝の気持ちでサービ

スをお届けしていきます。

デイサービスセンター和田
よっこいしょ～　どっこいしょ～

ごはんの時間

　１２月２３日は「クループホームの餅つきの日」として、
暦に印が付けられ、すっかり一年の締め括りの行事とし
て定着しています。
　ご家族・ご近所・ボランティアさん、そして運営推進
委員の皆様にご協力をお願いして、臼と杵を使用しての
本気モードの餅つきです。
　ご家族も大勢集まってくださり、これまでよりもさら
に賑やかなイベントになりました。
　「よっこいしょ～　今年も！」
　「どっこいしょ～　お世話に！」
　「もひとつ　よっこいしょ～　なりました」
皆様のご協力で、一年も過ぎ行き、そしてスペシャルに
美味しいお餅が搗きあがり、鏡餅に続き、ぼた餅を丸めて、
いざ会食。充実のおいしさに誰もがこぼれるような笑顔
になりました。
　日ごろの感謝を込めて、気持ちばかりですが、お世話
になった方にもお届けをして、平成２６年の餅つきも大
成功にて終了しました。

届くから、配食サービス　　　　　　　管理栄養士　　　齋藤　嘉美

（右）デイサービスセンター和田に初登場！！GSM－劇
団スーパーマダム。オリジナルダンスで盛り上げてい
ただきました。ご利用者も職員も楽しみました！

（右）クリスマスイヴにやってきた子どもたちは
サンタクロース！？
ご利用者にとっては何よりのプレゼントになりました。

（左）素敵な二胡の音色と手話ダンス
が一緒になって、皆で『ふるさと』の
曲を楽しみました。

感謝！

和和 田田 拠点拠点
Wada Area

デイサービスセンター和田

　この冬は、雪のスタートが早く、天候の変化も
読みにくくなっています。
　厨房でどんなに美味しく調理され、お弁当が用
意されても、ご利用者様に届いてこその配食サー
ビス。しかし、雪が多い荒れた天候が断続的に続
いていて、お弁当の配達には、これまでで最も厳
しい年となっています。
　「あやちゃん弁当」はこれまで一度も配達を止め
たことはありません。
　台風でも、豪雨でも、大雪でも、そしてどんな
トラブルがあっても、休むことなく配達を続けて、
今日に至っているのです。

　振り返ると、配達を担当する方々はもちろん、
大勢の協力があってこその結果だと、しみじみと
した感謝でいっぱいになりますが、まだまだ冬は
続きます。毎日が、本気の戦闘態勢のように感じ
ています。
　美味しいお弁当を待っていてくださる方の元に、
安全に届け続けることができますようにと願い、
そのためにできるだけの力を尽くしていこう、そ
れが私の覚悟ですが、お弁当を作ってくださる方、
配達してくださる方、そして食べてくださる方に
感謝して、２０１５年も始まりました。
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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］honbu-2@yodakubofukushikai.jp
［U R L］http://www.yodakubofukushikai.jp/

●看護職員
（日勤帯のみ　短時間勤務でも可）
●介護職員

（夜勤までできる方、その他の
     勤務帯もご相談ください。）
●詳細は法人本部（電話85ー2202）
　担当 市川・西澤までお問い合わせください

職員を
募集します

依田窪福祉会ホームページ「職員募集」もご覧下さい。

ご寄附ありがとうございました。

平成26年12月17日

　　 　　　　龍野　賢一様

Face book はじめました

Face book で

　大会では「京都花街・舞妓のキャリア形成に学ぶ
専門職の人材育成」という講演を聞きました。講演の
中で一番印象に残ったのは「一生一人前にはなれへ
んのどす」という言葉でした。それは、経験年数を重
ねても、勉強しても一人前とは言う事が出来ない・言
えない。だからこそ日々の自己研さんが必要であると
いう意味の言葉でした。この話を聞いて、舞妓の世
界と介護の世界とでは違いますが、日々の業務の中で
利用者さんからも他の職員からも学ぶことが多くあ
る、だからこそ一日一日が勉強であり、学びの場であ
ると感じました。今後はこの経験を活かして新人職員・
異動してきた職員を職場全体で育てていくということ
に活用していきたいです。
　私自身まだまだ一人前とは言えず、出来ていないこ
と・言わなければいけない場面で言えずにいることな
ど課題が多くありますが、この話を踏まえて一つ一つ
解決していかれるように心がけていきます。（グループ
ホーム和田介護職員）

依田窪福祉会職員　15名参加

日本介護福祉士会の
全国大会に参加してきました

依田窪福祉会


