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理事長

渡 邉　和 美

　今年6月、依田窪福祉会は、"プラチナくるみん認定"の

長野県第1号、全国では13番目、社会福祉法人では全国1

番目という栄誉ある認定をいただき、光栄に思っていると

ころでございます。これは全職員一丸となって推進してい

る成果であると自負しております。

　この"プラチナくるみん認定"は、優良な「子育てサボー

ト」企業として認められたものであります。次世代育成支

援対策推進法(平成17年4月施行)に基づく行動計画において、「短時間正規職員制度の

導入」「年次有給休暇の取得促進」等の実施により"くるみん認定"を取得していました

が、今回、"くるみん認定"企業のうちより高い水準の取り組みを実施した企業が一定の

要件を満たした場合、優良な「子育てサポート」企業として認定を受けることのできる

厚生労働大臣の特例認定として、平成27年4月に創設されました"プラチナくるみん認定"

を取得したところでございます。

　いただいた認定は、ただ単に職員のためということではなく、利用者のため、子供た

ちのため、強いては家族のためということになります。言い換えますと、職員の生活環

境が安定するということは、精神的・物質的にも安定化がもたらされますし、また、企

業イメージの向上・従業員のモラルアップや優秀な職員の採用及び定着などが期待でき

ます。結果、利用者の皆さんに対

するサービスの向上が図られるも

のと考えているところでございま

す。

　今後とも職員の子育て支援に取

り組み、仕事と家庭の充実した両

立、利用者皆様に対するサービス

の向上を目指して活動してまいり

ます。

　ご期待ください。

長野県第1号、全国の社会福祉法人では1番目

"プラチナくるみん認定"
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武武 石石
Takeshi Area

一緒に働き、いっしょに楽しむ
　この７月より、ともしびをはじめ法人内の各事業所職員に参加してもらい、軽スポーツを楽しむことにしました。

　職員の中から、「身体を動かしたい！」との希望がありました。そこで福利厚生の一環として、毎週土曜日午後

７時から９時、ビーチバレーを中心に軽スポーツをやってみよう、と集まることになりました。

　普段、仕事で体を動かしていない訳ではない（というより、すごく動かなくてはならない）のですが、使う筋肉

が違います。そして仕事の緊張から解放されることで仕事の時とはちがう汗を流し、他の事業所の職員や、職員の

子どもたちとコミュニケーションも図ることができます。

　仕事との両立は介護や子育てばかりではなく、自分自身の体力とメンタル

（精神面）の両立も必要です。職員の中から声があがり、それが実現できた

事はとても良い事です。仕事で疲れた体も、仲間との交流でリフレッシュ

できたら最高です。そしてそれは仕事の質にもつながってくることだと思い

ます。

特別養護老人ホーム　ともしび

○ ○ と 仕 事 の 両 立

～参加した職員の感想～

20代

50代

40代

・久しぶりに身体を動かして

　「チョー気持ちいい」

・先輩と話ができて楽しかった

・明日の筋肉痛が心配。

　でも汗をいっぱいかいて

　発散できた。

・あの職員の子ども大きく

　なったねぇ。

　子どもから力をもらった。

・まだ若い者には負けないね。

　これからも負けたくないね。

・若い人と一緒に運動できる事は

　すごく楽しいね。

今後もずっと続けていきたいと考えています。

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area
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ヘルパーステーションこすもす

・女性
・40代
・3年目Kさん

・女性
・40代
・6年目Jさん

・女性
・30代
・7年目Kさん

・女性
・30代
・10年目Tさん

　子どもとの時間を大切にしたい私にとって、出産前と同じ勤務

時間や仕事量をこなせるかが心配でした。子育てをしながら働く

ということは、家族の理解や協力はもちろんですが、職場の理解

も必要です。

　依田窪福祉会には短時間で働ける制度もある為、利用させても

らっています。職場には多少迷惑をかけることもありますが、理解してもらい助かっています。

自分自身も「子育てをしているからしかたがない」と思われないような仕事をするように心が

け、今までなんとか続けられています。毎日子どもに絵本の読み聞かせをする時間も持ってい

ます。

　育児と仕事の両立に一番大切なのは体調管理です。お母さんが体調を崩し、笑顔がなければ、子

供も笑顔で過ごせません。家庭が上手くいってなければ、利用者さんとも笑顔で接することができ

ないので、心身ともに体調管理に気をつけて、これからも頑張りすぎず子育てと仕事を両立できる

ようにしていきたいです。

皆さんも仲間になりませんか。

子育てと仕事の両立
　私はヘルパーとしてパート勤務をしています。

　４月から勤務時間が長くなり、家の中が片付かないことが多く

なってきました。利用者の方につい「家の中が片付かなくて・・」

と話したところ「私の家も昔はそうだったのよ。」と答えていた

だきました。それをお聞きし、今も昔も悩みは変わらないのだと

思うと少し気が楽になりました。利用者の方々から話を聞いたり、教えていただいたりすること

が、私たちの暮らしに役立つことがとても多いのです。

　これからも利用者の方に支えてもらいながら、仕事と家庭の両方を頑張っていきたいと思っています。

家庭と仕事の両立

　祖母が介護を必要としている状態で、現在、自宅にいます。最

後まで住み慣れた自宅で過ごしてもらいたいと考え、家族皆で協

力をしながら介護を行っています。

　暑くなってきたこともあり、時折「今日は暑いけど、大丈夫だ

ろうか。」と心配になることがあります。そんな時には、「仕事

に集中する」という気持ちに切り替え仕事をしています。

　何かあった時、職場の方に迷惑をかけたくないと考え、夜勤のある事業所から現在のデイサービ

スに異動させていただきました。異動したことで気持ちが少し楽になりました。

　祖母は　訪問介護・訪問診療・訪問看護等のサービスを利用しながら過ごしています。休みの日

や、夜間はなるべく看る様にしていますが、充分出来ないのが現状です。多くの方に支えてもらい

ながら、最後まで自宅で過ごせるように、家族の一員として介護に協力していきたいと考えてい

ます。

在宅介護と仕事の両立

　育児ならば、子供はだんだん大きくなりますが、介護は先が見

えず、家族の負担は大きくなることが多いです。そうなると、仕

事を続けながら介護をしていくことが出来るのか、介護と仕事の

両立が問題となっています。介護などを理由とする、離職率は

年間10万人以上になるそうです。

　大切な家族に介護が必要になったとき、家族だけで抱え込まず、介護サービスや地域のサポー

ト、また職場の制度を利用できないかと考え、相談をしてみてください。

病気になったら、お医者さんや看護師さんに任せます。介護もそれと同じです。身近なところに、

介護のプロが居ます。地域の窓口や職場にまずは相談してみると良いと思います。

　私たち依田窪福祉会武石拠点では、介護の相談や、疑問など介護に関することを話せる場所とし

て、デイサービス鳥屋・デイサービス上本入・居宅介護支援事業（ケアマネジャー）をそうだん処

として地域の皆様が立ち寄れる場にしたいと考えています。何かありましたら、ドアをたたいてみ

てください。

　介護が突然やってきた時に、仕事を続けながら介護できるように、地域のサービスや、自分の働

いている職場の制度・介護保険を知り、うまく利用しながら、介護と仕事の両立を目指していきた

いものです。

○○と仕事の両立

デイサービスセンター鳥屋

デイサービスセンター 入本上

武武 石石
Takeshi Area

○ ○ と 仕 事 の 両 立武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

プラチナくるみんの認定をいただいた事もあり、武石拠点
の中で、実際育児をしていたり、それ以外でも、仕事と両
立している話を聞いてみました。
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　誕生日会で、上田まで外食に出掛けて来ました。
「外食楽しみにしてたよ！」
「何食べる？」「いっぱーい食べよう！！」
ご利用者も、職員も、みんなこの日を楽しみにしていました。
お腹もいっぱい、胸いっぱい！ 半分ずつ食べたメロンは幸せの味でした。

元気の源はなんですか？
おいしい物食べたり、好きなお酒をたしなんだり、きれいなお花を眺めたり・・
誰かがいるから、「おいしい」と思い、「きれいだね」と感じることができるの
だと思います。　
今日を元気に暮らす為に、みんなでたくさん笑っていたい。

無限の色で刻まれた年輪を持っているご利用者が、ここデ
イサービスセンター長久保に集い、同じ時間を過ごしてい
ます。お一人お一人の幸せが、ご利用者みんなの活力に
なる。そんなお手伝いができたら幸いです。

出会いは外出から

毎年の楽しみ

歓杯！

長 久 保デイサービスセンター

　デイサービスセンター長門に１名のボランティアさんが来

てくださいました。

その方との出会いは、４月にご利用者と武石余里の花桃を

見に行ったときのことです。

　「どこから来たの？」から話がはずみ、「よし、デイサービスにボランティアに行くよ」とその場で話が決

まりました。

　偶然にもその方は普段から子供達との交流をされている方でした。

　普段子供達と行っているレクリエーションをしてくださったり、ご利用者一人一人に風船を使った「ブタ」

作りを教えていただきました。

　出来上がったブタを、「家に帰って孫にあげる」とおっしゃられる方、「ブタ」に名前をつけ、ペットのよ

うに大切にされる方などご利用者も大喜びでした。

　ご利用者の笑顔、そして真剣な一面を見ることの出来たひと時でした。

　毎年、大門の家には台湾の大学から実習生の方々が

来ます。

　何を勉強するの？言葉はどうしているの？

　と思われるのではないでしょうか？

　私たちも始めはどうなるのか心配でした。

　しかし、私たちの心配をよそに実習生たちはご利用

者としっかりコミュニケーションをとっています。

　言葉は分からなくても相手に真剣に伝えたい実習生

の気持ちと、相手を真剣に解ろうとするご利用者の気持ちが一緒になり、良い関

係ができています。

「よく来たなー」「いつまで日本にいてくれるだ？」と毎日楽しみな様子。

　いつも笑顔で元気な実習生たちから、ご利用者も元気を分けてもらったようです。

大門の家
　デイサービスセンター長門で、毎年ご利用者が楽しみにしている外食行事が始まりました。ご利用者の

希望をお聞きし、数名で出かけます。

　お店でメニューを見て、ご利用者の好きなものを食べていただきます。

　外食から戻りお話をお聞きすると、「エビがでっかかった」「食べきれないわ」など楽しかった様子がうか

がえます。

　また、お店ではこんな会話が・・・

「私はあれが食べたいの」

「あれって何ですか？」と職員が聞き返します。

「あれよ、あれ」

「えーっと」

「そう長門牧場のソフトクリーム。」

と外食ならではの楽しみも。

　ご利用者の満足そうな笑顔に

職員もまた笑顔です。

!

いらっしゃい！！

元 気 な 暮 ら し長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area
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!
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元 気 な 暮 ら し長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area
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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

デイサービスセンター和田

元 気 な 暮 ら し 長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

デイサービスセンター和田では、毎日作りたての食事を召し上がっていただいています。利用者からは「いつも美味しい！」と好評です。

　デイサービスセンター和田の施設内には、いつもいろんな花が飾られています。「家の庭にきれいに咲いて

たから」と、ご利用者や職員が持ってきてくれます。花が飾られると「綺麗だねー」「この花はなんていう名

前だい？」と、自然と話が弾みます。花を持ってこられる方からは、皆に喜んでもらいたいという気持ちが伝わっ

てきます。そして、花を持ってこられた方自身も、皆が喜び話をする様子を見ることが、デイサービスへ来る

楽しみや目的の１つになっているのではないでしょうか。

　年をとっても元気に暮らすことは、楽しみや目的を持って暮らすことだと思います。普段、やっとの思いで歩

いていても、「娘に野菜を作って持っていかせたい」と、畑を続けていくために「自分のできることは自分でし

なきゃ」と頑張っている方もいます。また、デイサービスに来ると食事の片付けやテーブル拭きをしてくださる

方も居ます。「これは私の仕事」と思ってしてくださっています。

　仲間に会うこと、ハーモニカを吹いて皆に楽しく歌ってもらうこと、習字・手芸など、デイサービスに来て

の楽しみや目的は人それぞれです。１つの場所でバラバラのことをしていくことは、職員にとっては難しいこと

もありますが、やりがいもあります。これからもご利用者一人ひとりが、年を重ねても元気に暮らしていただけ

るよう、支援をさせていただきます。

元気なくらし

ごはんの時間

　グループホーム和田・なごみやのご利用者の方から「歳はとり
たくないもんだ」という声が時折聞かれます。身体のあちこちが
痛い・・最近色々忘れてしまう・・と不安を感じている声も聞か
れます。そんな中でもご利用者の方がお互いに冗談を言って、
その不安を笑い飛ばしている場面もたくさん見られています。

“笑い”は連鎖反応するもので、その話に参加していなかった方も、
他の方の笑い声を聞いただけで一緒にニコッと笑顔。“元気”と

“笑顔”はとても深い繋がりがあると感じます。身体にハンディ
キャップがあっても、笑顔になれる時間が多いほど心は健康に、
また穏やかに過ごしていけるのではないかと思います。

　グループホーム和田・なごみやは、認知症を抱えながらも皆さん
支え合い、一つ屋根の下で生活を共にしています。今まで顔なじみ
でなかった方も一歩ホームへ入ったら皆家族です。職員も日々、利
用者の方の笑顔や優しい声に助けられています。お互いを必要とし
て助け合う、それが生きる力となり元気に暮らしていける「源」に
なるのではないかと考えています。ご利用者の皆さんの身体の変化
にも細やかに目を配り、これからも笑顔で！元気ハツラツ！に暮ら
していかれるようサポートに努めていきたいです。

不順な天候と体調管理

完熟トマトといろいろ野菜のスープ

楽しみ・目的を持って暮らすこと

花を見に外出。

別所の紫陽花を見に出かけました。

季節ごと、自然を満喫して気分もリフレッシュできました。

消防署員の方に
講師を依頼し、

救急法を学びました。

デイサービスセンター和田

「よく食べ、よく動き、よく眠る」これは健康 3 原則といわれていますが、「よく食べ」は大食いの奨めで
はなく、適量をバランスよく食べることを指しています。
天候不順を意識することが多くなり、体調管理に苦労される方も多いのではないでしょうか。「夏バテ」
という言葉もあるほどですから、さらに注意が必要です。
この季節、自前の野菜が採れる方にお薦めの、畑でしっかり熟したトマトを使った、とても簡単で、でも
いつもと少し違う、身体に優しいスープをご紹介します。

みそ汁を作るイメージで、好きな野菜を完熟トマトと煮ます。
身体に優しいオリーブオイルは一人分大匙 1 ほどの見当で
スープに加えてください。
夏野菜は夏の身体を癒す成分も持っています。素材の味を楽
しみながら、控えめに調味したナチュラルスープで、心も身
体もホッとしていただけますように。

完熟トマト・茄子・枝豆・もろこし等々　
好みの野菜を食べやすくカット
調味料：オリーブオイル・固形コンソメ
　　　　塩・こしょう

材

　料
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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］info@yodakubofukushikai.jp
［U R L］http://www.yodakubofukushikai.jp/

平成28年度4月1日採用の介護職員、
看護職員を募集しています。

●詳細は法人本部（電話85ー2202）
　担当 市川・西沢まで
　お問い合わせください

依田窪福祉会ホームページも
ご覧ください

平成 28 年度 職員募集ご寄附ありがとう
ございました。

他1名の方より、寄附をいただきました。

平成26年度決算報告
《社会福祉法人依田窪福祉会》

　サービス活動収益計
　サービス活動費用計
サービス活動増減差額
　サービス活動外収益計
　サービス活動外費用計
事業活動外収支差額
経常増減差額
　特別収益計
　特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
　前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
　積立金取崩額
　積立金積立額
次期繰越活動増減差額

605,208
598,371

6,837
18,181

7,468
10,713
17,550

0
4,281

▲ 4,281
13,269

242,496
255,765

0
3,471

252,294

（単位：千円）

事業活動計算書の概要
（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

平成26年度決算勘定科目

流動資産 

固定資産

　基本財産

　その他の固定資産

　   資産の部合計

貸借対照表の概要
（平成27年3月31日現在）

205,562

514,972

443,948

71,024

720,534

流動負債 

固定負債

負債の部合計

15,392

42,227

57,619

基本金

国庫補助金等積立金

その他の積立金

次期繰越活動収支差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

1,000

406,150

3,471

252,294

662,915

720,534

（単位：千円）

純資産の部

負債の部資産の部

○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。

平成27年6月5日
●版画（秋の津金寺山門）／羽田　千萬喜様


