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理事長

渡 邉　和 美

「最近、天気がおかしいよねー」という声をよく聞きます。

　日々のお天気ニュースを見ている中で、猛烈な暑さが続いた地域もあれば、気温が上

がらない地域もありましたし、大雨で災害が発生した地域もあれば、雨が全く降らない

地域もありました。また、「爆弾低気圧」の影響で、全国的に激しい雨と風、各地で被害

が相次ぎ、首都圏では交通に大きな乱れが生じました。

　今日この頃、やっと平年通りの秋の空模様となっています。一安心です、秋といえ

ば、何を思い浮かべますか。「読書の秋」「スポーツの秋」････そして、忘れては なら

ないのが「食欲・実りの秋」です。待ちに待った美味しい秋の味覚を楽しみましょう。

　さて、社会保障に対する財源不足と制度の持続性確保のために、今年4月にマイナス

2.27%の介護報酬改定が実施され7ヶ月が経過しました。依田窪福祉会ではデイサービ

スなどの小規模な施設ほど経営が圧迫され始め、年度末の決算が心配の状況にあります

が、経営会議等を開催しながら経営改善のための施設運営、サービスの向上等々多様な

内容を模索し、検討し、持続可能な安定経営の為の努力を積み重ねています。

　そんな中で、最近、テレビを見ていましたら、カジノ型デイサービスという文字が表

れ、「何、なに」と驚かされ、凝視していましたら、施設内で利用者の皆さんが麻雀や、

トランプ、パチンコを談笑しながら楽しそうに遊んでいる映像が放映されていました。

  私の概念では、デイサービスに行く目的は、利用者皆様の心と体の機能維持と回復の

ため、引きこもりがちなお年寄りが他の人と交流を持つため、そして、家族の介護の負

担を減らすため等々にあるものだと考えていました。こうした凝り固まった考え方を改

めなければならないのかなあと思い知らされているところですが、カジノ型デイサービ

スとまではいかなくても、それに遠くも近いようなサービス提供も考えていく必要があ

るのではないかと、最近考えるようになってまいりました。

　その一つの考え方として、依田窪福祉会の体制等諸条件を整えながら、役・職員一丸

となって利用者の人生経験を活かせるような現役回帰サービスに果敢に挑戦していけれ

ばと思います。例えば、事業所対抗・家族交流レクスポ大会、社交ダンス、手芸・縫製

カリキュラム、無農薬野菜栽培等々です。しかし、これらのサービス事業を立ち上げる

には当然福祉ボランティアの皆さんの協力が必要です。ご協力頂けるボランティアの皆

さんの積極的な応募をお待ちしております。

  今、健常でも、我々も何時かは多かれ少なかれ利用しなければならなくなる施設であ

ります。「行きたい！」と思える依田窪福祉会の特別養護老人ホーム、デイサービスに

していきたいと考えています。

カジノ型
デイサービスって  何
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武武 石石
Takeshi Area

笑う門には・・・いいこといっぱい
　ともしび恒例となっている朝の体操、今日も元気に「1・2・3」と大きな掛け声とともに、利用者の皆さんは元

気に体を動かしています。指折り体操では

「ひとつ・ふたつ・みっつ」と指折りをしながら、徐々に速さを増していき、最後は新幹線並みの速さ？になると、

周りから笑い声が聞こえてきます。

体操の締めは、「今日も一日頑張るぞ !!」「エイエイオー !!」と、皆さんの元気な掛け声と笑顔で一日がスタートします。

　また、今年の敬老会では各ユニット職員による出し物で、スカートを履いた脚線美に女性と思っていたのがカツ

ラを取ったら…なんと男性だったいうハプニングに皆さん大笑いでした。

　「笑う」ことで色々な効果があるそうです。

　　・脳の働きが活性化する

　　・抵抗力が高まる

　　・血行促進

　　・自律神経のバランスが整う

　　・筋力アップ

　　・幸福感と鎮静作用

これからの季節、インフルエンザなど感染症も増えてきます。

予防接種も必要ですが、笑いの効果も期待したいです。

　各ユニットから聞こえてくるご利用者と職員の笑い声に、

いいこといっぱいの効果がありそうです。

　「幸せだから笑いがあるのではなく、笑いのあるところに幸

せがやってくる」という言葉を聞きました。私達はご利用者

の生活を支える仕事をしています。沢山の笑いのある生活で、

ここに居ると幸せだなと感じて頂けるよう、日々の関わりを

大切にご利用者皆の素敵な笑顔を引き出していきたいと思い

ます。

特別養護老人ホーム　ともしび

「笑」武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area
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武武 石石 拠点拠点
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　笑いは人を元気にさせると言います。私は
小さい頃から人を笑わせるのが得意でした。
ヘルパーになり数年経ちますが、最近では訪
問先での援助の際、持ち味を生かすことを心
掛けています。
　ただもくもくと仕事をこなすだけでなく、
ご利用者との会話を大切にし、その中にさり
げない冗談を加えます。その事で笑顔を見る
ことができると、私もご利用者も嬉しい気持
ちになります。
以前こんなことを言われました。

「あんたに来てもらって話をしていたら、
笑った。笑った。元気になったわい。また来
てくれやな。今度もあんたが来てくれるだか
い？」と。
　自分が笑えば相手も笑う、相手が笑えば自
分も笑う。笑顔で接すれ
ば相手にも伝わります。
訪問の限られた時間の中
で、ご利用者の生活の中
に笑いを増やすお手伝い
もできればと思います。

ヘルパーステーションこすもす

　時々、デイサービスの中で子供の声が聞こえます。近所や職員のお子さんが遊びに来てくれ
ているのです。その子供たちを見守るご利用者の顔はとても優しい笑顔です。
　私達職員だけの時にもそんな笑顔になってもらいたいと、外出・外食・季節の花を見に行く
などのアイディアを出し実行しています。　
　またご利用者同士の何気ない会話や職員と話をすることで、多くの笑顔を引き出したいと考
え取り組んでいます。
「ここがあってよかった。」「ここに来られてよかった。」と思っていただけるような雰囲気作り
も大切にしています。
　いつまでも元気に・いつまでも笑顔
で利用していただけるそんな場であり
続けたいと思っています。
　ご近所の皆さん、子供たち、是非遊
びにきてください。お待ちしています。

美味しい食事で笑顔がたくさん
　デイサービスセンター鳥屋では美味しい食事を
みんなで食べて、毎日を笑顔で過ごしています。
職員が交代で昼食を作り、作りたてを召し上がっ
ていただいています。ご利用者にとても美味しい
と好評を頂いているのですが、なぜ、好評なのか
と申しますと…鳥屋地区の皆さん、利用者の皆さ
んから新鮮なお野菜をたくさん頂き、美味しさが
倍になり、笑顔も倍になっているからなのです。
朝採れたての野菜、「どんな料理にしましょうか」
と話に花が咲き、ご利用者のお料理のレシピの交

換会になることも…とてもにぎやかなお茶の間に
なります。食欲の秋となると、所狭しと季節の野
菜が台所に並びます。さつま芋、かぼちゃ、栗に
松茸、様々な食材が私たちを楽しませてくれます。
毎日がごちそうです。「今日も美味しかった」の声
…たくさんの皆さんに笑顔
で「ありがとう」です。美
味しい食事といつもの仲間
で囲む食卓に笑顔があふれ
ています。

　私達ケアマネジャーはご利用者の自宅に

訪問をさせていただいています。そこで今

どのように生活していらっしゃるか、困っ

ていることはないかなどいろいろな話をお

聞きします。

　先日訪問をさせていただいた時のこと

です。「体調はいかがですか…」「サービス

の利用は楽しいですか…」などとお聞きし

ている時に、にこにことしながら「ちょっ

とすみません。私はあなたのことがわかり

ません。」と言われたのです。思わず「そう

ですよね。月に１回訪問をするだけだから

　わからないよね。」と答えさせていただき

ました。「時々訪問させていただいている

〇〇です。」と伝え、その後もいろいろな話

をさせていただいたのです。誰かわからな

いけれど満面の笑顔でいろいろな話をして

くださる姿に心から癒され、私も笑顔で話

をすることができました。

　私達はいろいろな場面に遭遇し、心が折

れそうな時もあります。でも、ご利用者の

笑顔や励ましの言葉でまた元気になり仕事

に取り組むことがで

きるのです。皆さんの

笑顔に感謝です。

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

きゅうりの佃煮作りです　 栗の皮むき…美味しい栗ご飯です



3 4

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

　笑いは人を元気にさせると言います。私は
小さい頃から人を笑わせるのが得意でした。
ヘルパーになり数年経ちますが、最近では訪
問先での援助の際、持ち味を生かすことを心
掛けています。
　ただもくもくと仕事をこなすだけでなく、
ご利用者との会話を大切にし、その中にさり
げない冗談を加えます。その事で笑顔を見る
ことができると、私もご利用者も嬉しい気持
ちになります。
以前こんなことを言われました。

「あんたに来てもらって話をしていたら、
笑った。笑った。元気になったわい。また来
てくれやな。今度もあんたが来てくれるだか
い？」と。
　自分が笑えば相手も笑う、相手が笑えば自
分も笑う。笑顔で接すれ
ば相手にも伝わります。
訪問の限られた時間の中
で、ご利用者の生活の中
に笑いを増やすお手伝い
もできればと思います。

ヘルパーステーションこすもす

　時々、デイサービスの中で子供の声が聞こえます。近所や職員のお子さんが遊びに来てくれ
ているのです。その子供たちを見守るご利用者の顔はとても優しい笑顔です。
　私達職員だけの時にもそんな笑顔になってもらいたいと、外出・外食・季節の花を見に行く
などのアイディアを出し実行しています。　
　またご利用者同士の何気ない会話や職員と話をすることで、多くの笑顔を引き出したいと考
え取り組んでいます。
「ここがあってよかった。」「ここに来られてよかった。」と思っていただけるような雰囲気作り
も大切にしています。
　いつまでも元気に・いつまでも笑顔
で利用していただけるそんな場であり
続けたいと思っています。
　ご近所の皆さん、子供たち、是非遊
びにきてください。お待ちしています。

美味しい食事で笑顔がたくさん
　デイサービスセンター鳥屋では美味しい食事を
みんなで食べて、毎日を笑顔で過ごしています。
職員が交代で昼食を作り、作りたてを召し上がっ
ていただいています。ご利用者にとても美味しい
と好評を頂いているのですが、なぜ、好評なのか
と申しますと…鳥屋地区の皆さん、利用者の皆さ
んから新鮮なお野菜をたくさん頂き、美味しさが
倍になり、笑顔も倍になっているからなのです。
朝採れたての野菜、「どんな料理にしましょうか」
と話に花が咲き、ご利用者のお料理のレシピの交

換会になることも…とてもにぎやかなお茶の間に
なります。食欲の秋となると、所狭しと季節の野
菜が台所に並びます。さつま芋、かぼちゃ、栗に
松茸、様々な食材が私たちを楽しませてくれます。
毎日がごちそうです。「今日も美味しかった」の声
…たくさんの皆さんに笑顔
で「ありがとう」です。美
味しい食事といつもの仲間
で囲む食卓に笑顔があふれ
ています。

　私達ケアマネジャーはご利用者の自宅に

訪問をさせていただいています。そこで今

どのように生活していらっしゃるか、困っ

ていることはないかなどいろいろな話をお

聞きします。

　先日訪問をさせていただいた時のこと

です。「体調はいかがですか…」「サービス

の利用は楽しいですか…」などとお聞きし

ている時に、にこにことしながら「ちょっ

とすみません。私はあなたのことがわかり

ません。」と言われたのです。思わず「そう

ですよね。月に１回訪問をするだけだから

　わからないよね。」と答えさせていただき

ました。「時々訪問させていただいている

〇〇です。」と伝え、その後もいろいろな話

をさせていただいたのです。誰かわからな

いけれど満面の笑顔でいろいろな話をして

くださる姿に心から癒され、私も笑顔で話

をすることができました。

　私達はいろいろな場面に遭遇し、心が折

れそうな時もあります。でも、ご利用者の

笑顔や励ましの言葉でまた元気になり仕事

に取り組むことがで

きるのです。皆さんの

笑顔に感謝です。

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

きゅうりの佃煮作りです　 栗の皮むき…美味しい栗ご飯です



5 6

　9月吉日。
　ご利用者の皆様へ感謝の気持ちを込めて、職員全員で「カンカン
娘」を踊って、「ふるさと」をリコーダーとハーモニカ、ピアノで
演奏しました。
　突如の思いつきで、スコップ三味線もハーモニカの「お富さん」に合わせてご披露！
　表彰は、百寿の方が1名。米寿の方が1名、傘寿の方が2名。嬉し涙もきらっと光りました。
　職員総出の出し物で、ご利用者に大いに笑ってもらって、素晴らしい時間が過ぎました。

　笑顔は、笑顔を呼びますね。次々に伝染
して、気がつけばご利用者の顔にも職員の
顔にも笑顔の花が咲いています。
　人生笑ってばかりではいられないけれ
ど、心に「笑」の栄養は必要です。私達デ
イサービスセンター長久保の職員は、一所
懸命にご利用者へ笑顔をお届けいたします。

ご利用者の一言 敬老の日で・・・

敬老会の催し物

ドライブに行き・・・

笑いの渦へご招待♪

長 久 保デイサービスセンター

　デイサービスの行事で敬老の日のお祝いを9月18日、

19日と2日間行いました。ご利用者から、「今年は何やる

だい？」と聞かれ、楽しみにされている様子が伝わって

きました。

　今年の敬老会の余興は、2組のボランティアさんに協力していただく事ができました。

　1日目は丸子の方で、「綾小路きみまろ」さんのものまねを披露してくださいました。

「あれから40年～」という、きみまろさんおなじみのものまねにご利用者も大笑いでした。

　2日目は、「スコップ三味線」有志の皆様。総勢19名の方が来てくださいました。アンコールを含

め、合計4曲披露してくださいました。初めての「スコップ三味線」に迫力を感じ、そして子供達の

踊りも加わり、ご利用者も感動され涙を流されていました。

　ラストは、毎度おなじみの職員の余興で今年の敬老会を締めさせていただきました。

　ボランティアさんの協力があり、今年の敬老会も無事、盛大に行うことができました。

ご利用者からも「今日来てよかった」という一言を聞く事ができ、職員の間では早くも次の計画を

練っています。

　9月、大門の家では敬老会を行いました。

　この日のお昼ご飯は、職員渾身のオードブル、グラタン、ちらし

寿司といったメニューがテーブル一杯に並びました。

　ご利用者からも「こんなおごっそういいだかい？」「今日来れて良

かったなー」と普段以上？の笑顔で溢れました。

　ある日の夜のひとコマです。

　夕食も終わり、気付けば宿泊利用の皆さんが一つのテーブルを囲

んでいます。

　皆さん真剣な表情で集中している様子です。

　何に向き合っているかというと、みんな大好き「ひろみちお兄さ

ん」のパズルです。

　「そのやつ、こっちによこしてみ」、「向き反対かや？」と力を合

わせ、気付けば心配になるほどの前のめり。

最後には見事完成。皆さん充実の笑顔で、ベッドに入られました。

大門の家

　９月の日曜日、天気も良く「今日は、午後出かけましょう。」

と丸子までドライブしました。

　あたり一面には、ひまわりとコスモスが咲いていました。

　あるご利用者は、最初は出かけたくないとおっしゃっていま

したが、この風景を見て「来てよかった。これは見る価値あるわ」

と笑っていました。

　その場所には、桜の木もあり「春になったらまた来たいね」

と楽しみにされていました。 ひまわりとコスモスがきれいでした。

きみまろさんのものまね　本物かと思いました。 スコップ三味線はものすごい迫力でした。

ボランティアの方々 が盛り上げて下さいました。

「おごっそう」

「ある夜のひとコマ」

長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

「笑」
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笑いの渦へご招待♪

長 久 保デイサービスセンター
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長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

「笑」
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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

長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

　ある日の女性利用者同士の会話。

　「やだくって、施設長さん。えらい着込んでるに」、「オレより冷たい手をしてるわ」と、

朝の挨拶も早々に、賑やかに話が始まりました。

　「冷えには生姜がいいらしいぞ」、「生姜も好きだし、辛い物好きでいつも食べてるよ」。

冷えの話からいつの間にか好き嫌いの話しになって、「はて、何の話をしてただっけ？」と、みんなで大笑いに

なりました。

　最近では、男性利用者が多い曜日もあります。最近の男性の話題は“何で同じデイサービスを使っているのに、

支払う金額が違うのか”。男性ならではの会話に利用者同士で大いに盛り上がり、最後には「施設長に介護

保険の勉強会をしてもらおう！」という意見でまとまったそうです。

　話す内容に違いはあるものの、顔を突き合わせて話をすると、笑顔がこぼれます。

　女性の会話の最後に、「だからここに来るのがうれしい」と、最高の褒め言葉をいただきました。

　ある方は、初めて買ったというノートパソコンを持ち込んで、「使い方を習いたい」という希望がありました。

最新のパソコンを前に、教えるこちらもたじたじです。電源を入れ、ご自分の名前を時間をかけて打ち込んで

いただくと、とてもいい表情をされていました。最終的には「手紙を作る」という目標があるそうです。

　ご利用者がデイサービスに来られる目的はそれぞれですが、皆さんに、生きがいをもって、笑顔のある生活

をしていただくことが私たちの仕事でもあります。これからも、できるだけ多くの笑顔が見られるように支援を

していきます。

“笑”のちから

ごはんの時間

　グループホームのご利用者と過ごしていると、“元
気”と“笑い”はとても深い繋がりがあると感じます。
認知症を抱えていると、今まで出来たことができなく
なったり、会話が理解できなくなったり・・。不安に
なって笑顔も消えてしまいがちです。でもそんな時、
何気ない会話で誰かが笑うとそばにいた方たちにも
笑いが連鎖していきます。笑い声や笑った顔を見て、
いつの間にか笑顔になっていらっしゃいます。

　科学的にも、笑いには免疫力が高まったり痛みや
ストレスを感じにくくなるなどの健康効果があるよう
です。つまり、心の健康に笑うことっていいようです。

「職員にとってもご利用者にとっても“笑”は力の源
です！」

「今日は笑顔を何回見ることができるか、何回笑顔に
できるか、勝負してます！」
ひとつ屋根の下、ホームに入ったら皆家族。これから
も笑顔あふれる場所でありたいと思います。

『敬老』のお祝いをしました！

「笑い」のエピソード

『敬老』のお祝いをしました！

下：小松耀山先生の三味線演奏。顔なじみとあって、男性利用者との掛け合いも息が合い、大いに盛り上がりました。

上：丸子フラワーズの皆さんです。

コカリナという木製の笛とギターの音

色に合わせて、歌を楽しみました。

デイサービスセンター和田

「体調が悪いから病院に行く、連絡するまで弁当は止めて」
配食ご利用者からそんな電話が入り、心配していると、その数時間後にまた電話。
「帰ってきたから、届けてください」

昼食を食べる → 体調が悪い→ まずは、配食をキャンセル→ 救急車で病院→ 熱中症で点滴→ 元気にな
り帰宅→ すぐに、夕食を注文。そんな顛末だったようですが、一大事を自力で乗り越え、結果として
一回も止めることなく、お弁当をご利用されました。
いつも満面の笑みで、お弁当の配達を迎えてくださる方ですが、この日の夕食は、常にも増して、体調
の回復した安堵のこもった笑顔だったと思います。

幸福を感じられる時は、いく通りもあると思いますが、『いつものように、おいし
く食事をできること』は、日々の繰り返しの中では意識しないけれど、本当の幸福
のひとつなのかもしれません。
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　10月5日真田町運動公園で行った三法人ソフトボール大会に

参加しました。登録メンバーは9人とぎりぎりでしたが、若手

職員の頑張りや、ともしび施設長の活躍、女性陣の好プレー

で、みまき福祉会とは、コールド寸前の7点差を逆点し1点リー

ドも、サヨナラ負けの15対14。アザレアンさなだ戦は、締

まったゲームとなり7対4で逃げ切りました。三法人1勝1敗で

した。日ごろの運動不足の為、筋肉痛でロボット歩き状態です

が、温泉に浸かり、疲れを癒しての懇親会、ビールの旨かった

ことは言うまでもありません。

他法人の方々との情報交換、

5年ぶりのソフトボール、大

変有意義な時間を過ごさせて

いただきました。

法人本部　竜野俊彦

三法人ソフトボール大会に参加して

編集後記　今回のテーマは「笑」でした。
自分の顔の表情は、自分以外の人が見る時間の方が圧倒的に多いです。

意識をしなくても、眉間にしわがよったり、顔がにやけてしまったり…。

皆が目にする表情だから、ときどき鏡を見て“自分の笑顔のチェック”を忘れずに。

冬の寒さも笑顔で笑い飛ばしましょう☆　　　　　　　　　　　　
広報委員


