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理事長

渡 邉　和 美

  新年明けましておめでとうございます。

　皆様と共に社会福祉法人依田窪福祉会の事業所及び施設が恙なく新年を迎えることが

できましたことは、皆様の温かいご支援と深いご理解の賜物と、心より感謝申し上げます。

また、多くの皆様に当法人をご利用いただき、各種行事にもご利用者様やご家族様、

そして地域の方々にご参加いただきましたことを深く感謝申し上げます。

　昨年は介護保険法が改正され、制度改革や介護報酬の改定が実施されました。介護

報酬の減額改定では、介護職員の処遇改善分1.65％、認知症・中重度への対応分0.56％

を含めた上でマイナス2.27％となり、実質的には全体でマイナス4.48％もの大幅な報酬

引き下げになりました。介護報酬の改定から9ヶ月が経過した現状を申し上げますと、

経営的に不安定な要素が多々見受けられるようになり、事業内容によっては、事業見

直しが迫られる状況となっています。又、制度的には医療・介護・予防・住まい・生活

支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を構築していくことが喫緊の課題

となっております。

　さて、依田窪福祉会は、平成8年6月に社会福祉法人の認可を受けてから、早いもので

今年で20周年を迎えることとなりました。開設時から今日まで社会福祉施設を取り巻く

環境は激変し、次々と事業が増え、今では8施設14事業を運営することになりました。

　地域の福祉事業を営む法人として、これまでの運営を基盤に、更なる見直しと高い

福祉の専門性を求めながら、高齢者の生活を支えるためには、地域のサポート体制の

構築が是非とも必要となってまいります。

　高齢者の1人ひとりの思いや願いを大切にし、特に、認知高齢者を支えるためには、

これまでの生活に合わせた支援が重要となってまいります。当法人では、地域の皆様、

利用者の皆様とも交流ができ、情報交換をしたり、共有することができるコミュニティ

を形成する拠点施設として、ボランティア育成等、サポート体制の構築に貢献していき

たいと考えております。

  そして、今までと変わることのないご利用者様へのサービスを基本に、向上を目指し

最善を尽くして参る所存でございます。

　最後に、皆様にとりまして本年が幸多き年でありますよう、ご祈念申し上げまして、

年頭のご挨拶とさせていただきます。

　本年もどうぞ宜しくお願い致します。

依田窪福祉会　
皆様に支えられて

設立20周年を迎えます。
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武武 石石
Takeshi Area

ご利用者から「学ぶ」こと
　依田窪福祉会の職員には「行動方針」が決められています。そのなかの一項目に

『ご利用されている方のこれまでの生活されてきた人生を知るよう常に努力します。』

とあります。

　武石地区は戦前には養蚕、戦後はトマト栽培が盛んでした。重い桑運びをしたこと、学校から帰ったらすぐに

畑に向かったことなどをご利用者が話してくださいます。武石のトマトは「まるたけトマト」といい、美味しい

トマトでよく売れたそうです。１軒で何千株ものトマトを栽培していたそうです。またある方は、そろばんや習字

が得意で、小学校のＰＴＡ会長や選挙戦の婦人部長なども勤められ、農作業や耕運機の運転もされたそうです。

　介護保険の改定により、特別養護老人ホームは今年度４月より介護度が要介護３以上の方が入居の対象となりま

した。私たち職員はご利用者が要介護になった状態からのお付き合いになります。そこでご利用者が地域で元気に

活躍されていた時のことを知るためには、ご家族からお聞きする事もありますが、お一人お一人とお話しする中か

らわかってくることもたくさんあります。ご利用者の人生を少しでも理解していくことは、介護する職員の大きな

「学び」になっていると思います。生きてこられた時代を学び、ケアプラン作成の基になることを学び、なにより

も人生の大先輩から、生き様を学ばせていただくことができるのです。

　「寄り添う介護」とか「共感」「ありのままを受け入れる」という言葉がありますが、私たちは、「ご利用され

ている方のこれまでの生活されてきた人生を知る」よう常に努力してまいります。

特別養護老人ホーム　ともしび

テーマ:「学」

移動リフト操作実習 感染症予防研修

食事介助に関する実習 看取りの研修

職員研修の一部をご紹介

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area
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武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

ヘルパーステーションこすもす

　私たち職員は、ご利用者にサービスを提供する側であると同時にご利用者から教わることの
できる立場です。
　野菜の保存方法、漬物を漬ける際の塩加減、漬け方、お料理方法等教えていただいています。
また、作業を行う時には「こうした方が長持ちするよ。」「こうした方がいいよ。」などのアド
バイスもたくさんいただき、その通りにすると野菜が長持ちするのです。皆さんが食べ物を無
駄にしない生活を実践されてきたからこそ言っていただける言葉で、教えていただき有難い
と思っています。教えていただいたこ
とを他の職員と共有することも、大事
だと考えています。
　これからもたくさんのことを教えて
いただくことができるように、ご利用
者の方といろいろなことを行っていき
たいと考えています。ぜひ皆さん参加
していただき、いろいろなアドバイス
をください。お願いします。

認知症サポーター養成講座
　デイサービスセンター鳥屋を会場として、9 月
26 日鳥屋地区の高齢者クラブの方を中心とした
認知症サポーター養成講座を行いました。参加者
は 10 名、認知症を知ってもらい、認知症予防の
体操なども行いました。認知症の症状についてわ
かりやすく学んでもらうために、依田窪福祉会の
職員で寸劇も披露させていただき、笑いあり涙
あり？の講座となりとても好評でした。この講座
をきかっけに、様々な学びの場として、介護のこ
とを何でも話せる「そうだん処」として、地域の
皆さんに集っていただく場所でありたいと思って
います。
　この講座の開催にご協力いただいた鳥屋地区の
高齢者クラブの皆さんは、とても積極的に活動さ
れており、学ばせていただくことがとてもたくさ
んあります。日中訪れてご利用者の皆さんとレク

リエーションをしてくださる方もいます。
　地域の方、ご利用者の皆さんから、教えて頂く
ことはたくさんあります。学びの姿勢を大切にし
て皆さんの役に立つことができたらと思います。

　ヘルパーはご利用者のお宅へ伺って介護を
する仕事です。いつも同じヘルパーが同じ
お宅へ訪問できるといいのですが、現実には
事業所内のヘルパーが交代で伺うことになり
ます。ここで必要になるのが、適切な記録
です。
　例えば、「買い物」を契約しているご利用
者に対し、何を購入したかの記録が無いと、
他のヘルパーが訪問したときに同じ物を買っ
てしまいます。お料理でも同じものばかりを
作ってしまうかもしれません。品名などを
具体的に記録することが大切になります。

買い物ではお金をお預かりしますから、金額
も明確に記録しておく必要があります。
　また、ご利用者ひとり一人に「訪問介護
計画」があります。この計画に沿って提供
されたサービスに、ご利用者の満足が得られ
ているかを判定するのがモニタリングです。
ご利用者の様子や表情がきちんと記録されて
いると、モニタリングに活かされ、結果とし
て次のサービスを良くするこ
とができます。
良い介護をするために、仕事
をしながら「学ぶ」毎日です。

ヘルパーの学び
　居宅介護支援専門（ケアマネジャー）は、

定期的に研修を受けなければならないため、

1月ごろ次年度の計画を作り、その計画に

沿って研修を受けます。

　５年ごとに資格の更新があります。ただ

書類を提出すれば良いのではなく、事前に

課題の提出や、次回までにレポート作成を

行うような研修を、数日間行いやっと更新

ができるのです。また、依田窪福祉会の

法人独自の研修や職能団体の研修にも参加

します。

　研修参加のために、松本や長野に出掛け

ることもあります。　時々「行きたくない。」

とさぼり虫が出ることもありますが、この

仕事を続けていきたいからと思い直し出掛

けていきます。

　地域の為にも、これから必要となる認知症

サポーター研修や傾聴等の研修も何が必要

なのか、役に立つことができるかを個人

個人で考えながら参加しています。

　ご利用者の方からの学び、研修での学び

があるからこそ、居宅介護支援専門員

（ケアマネジャー）として

仕事が続けられています。

時々、「頑張っているね。」

と思っていただければ

嬉しいです。

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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　12月6日（日）地域の方へ向けて認知症の勉強会を開催しました。認知症を患う方への寄り添い方
や、脳の障害を分かりやすくお伝えできるように職員が寸劇を行いました。4名の方がご参加くださ
り、「よかったよ。」「胸に落ちた。」「たくさんの人に見てもらいたいね。」とありがたい言葉も頂戴
することができました。

　「認知症の人」…この一言をどのように受け取るでしょうか？ふと口から出てしまう言葉ですが、
では癌を患う方に「癌の人」と言うでしょうか？
　認知症は脳に障害ができてしまった「病気」です。脳の障害を患う方々も、これまで歩んで来ら
れた人生の中で得た英知を有しています。次々と変わり行く現代社会の中で懸命に生きています。
そして、これからの人生において、守られるべき尊厳があります。
　「認知症を患いながらも懸命に生きる方」が、少しでも暮らしやすい環境となりますように、認知
症という病気の正しい知識を私たちと共に学んでいただけたら幸いです。
　長和拠点において、認知症の勉強会が今後も計画されます。ぜひご参加ください。

「ご利用者と一緒にハンドベルを・・・
　　　　　デイサービス長門音楽隊」

「地域とともに考える」

デイサービスセンター長門の忘年会です。

認知症ってどんな病気？

長 久 保デイサービスセンター

　毎年デイサービスセンター長門では、忘年会を開催し

ています。

　クリスマスの時期と重なるということもあり、職員がハンドベルで「きよしこの夜」「聖者の

行進」などの曲を披露しています。

　今年はご利用者にも一緒に参加していただこうと、デスクタイプのハンドベルを購入しました。

そして、一人一つのベルを担当し、本番に向け練習をしました。

　ご利用者は、はじめてハンドベルを演奏するという方が多かったですが、職員のアイコンタクトで

ベルをたたきます。練習の時は、少しずれてしまったりしましたが、いざ本番。きれいなベルの音が

デイサービスに響き渡りました。ベルを持っていない方には、歌を歌っていただき、全員参加の

忘年会となりました。

　また、長和町で歌のサークル活動をされている「グリーンハーモニー」の方々がボランティアに

来てくださり、歌を歌っていただきました。ご利用者も歌が大好きです。事前に普段使用している

歌集から曲を選んでくださり、一緒に歌を歌うことができました。

　今までは、催し物など見て楽しんでいただくことが多かった行事ですが、みんなで一緒に参加する

ことにより、楽しみは倍になります。

　ご利用者と、ともに一緒に笑い、一緒に楽しみ、一緒に学んだ一年の締めくくりにふさわしい

忘年会になりました。

　12月20日、ご近所の方からお花のプレゼントを頂きました。

　そこからお花当てクイズの始まりです。

　「こりゃ何の花だい？」「桜の季節じゃないしね」などなど盛り上がった後で正解の発表です。

　正解は……「梅の花」でした。

　なんと12月の終わりに「梅の花」が咲いていたんです。

「どうしてこんな時期に!？」「そんなことあるの!?」と

ビックリする職員に、「今年の冬はあったかいから、こん

な時期に咲いちゃったんだね」「たまに勘違いしちゃうお

花もあるだよ」と冷静に、そして優しく教えてくださるご利用者。

　また一つご利用者から学ばせていただくこととなった一日でした。

大門の家

　今年度、地域の自主避難計画を作成するため、

私たちの事業所も合計３回の会議に出席させてい

ただきました。

　「何十年前に、ここはがけ崩れがあったよね」

「ここも雨が降れば危ないよ」と地域の方が地図

に印をし、自主避難のルールが出来上がりました。

ご
利
用
者
も
真
剣
で
す
。

テーマ:「学」

地域にある施設として、私たちも他人ごとでは

ありません。計画だけでなく、

今後は地域の方と合同の避難

訓練を行い、いざというときに

協力することができればと思い

ます。

き
れ
い
な
歌
声
に
負
け
ず
、

ご
利
用
者
も
大
き
な
声
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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

　私たちは平成２３年度より、長和町や依田窪福祉会の長和町内の事業所などと協働し、

認知症の啓発活動や認知症サポーター（地域で見守りをしていただける方）の養成

講座を行なってきました。開始当初は、町内のいきいきサロンに出向いて高齢者を対象

に活動を行ない、次第にボランティア養成講座や郵便局、長和町職員、小中学生保護者

の方々など、裾野を広げ、年齢層も下げながら活動をしてきました。そして今年度は、法人の全事業所、

長和町と上田市武石の地域包括支援センターとも協働し、依田窪南部中学校全校生徒と保護者の方々への

認知症サポーター養成講座を開催することができました。

　これまで活動してきて感じたことは、地域の方々の認知症への関心が高いということと、何らかの形で認知

症の方と関わりを持ったことがあるという方が多くいらっしゃるということです。ですが、「実際に関わってない

からよくわからない」「どこに、どんな相談をすればよいか分からない」といったご意見もあり、地域の中で

継続して活動していくことの重要性を認識しています。

　一方、講師を務める私たちも認知症のことについて更に学んでいかなければなりません。あるテレビ番組で

は認知症になった本人が出演し、認知症の宣告を受け、いろんなことを忘れ、生活に必要ないろんなことが

できなくなると伝えられたときの、恐怖や不安な気持ちを話されていました。私たちの認知症の啓発活動や

認知症サポーター養成講座も「認知症になると○○ができなくなります」という表現をしてしまっていました。

結果的に、地域の方には「認知症になったら怖い、不安だ」という思いを強く残してしまったのではないかと、

今になって思います。

　デイサービスセンター和田では、今年度１名が認知症実践者研修という専門講座に参加し、認知症につい

て学びました。事業所でも研修の一環として事例検討やチームケアの重要性について学びました。ご利用者が

デイサービスでどう過ごしたいのか。どんな関わりを望んでいるのか。その方はどんなことを大切に思っている

のかなど、その方の気持ちについて話し合いをしました。話し合いの中で、再確認できたことや新しい発見も

あり、研修を受けたことや話し合いをしたことはとても良かったと思います。

　これからも認知症の理解を広める活動を継続して行なうとともに、伝える私たち自身も理解を深めるために

学んでいきます。

その人らしく暮らすこと

ごはんの時間

　最高齢者 103 歳の Y さんを筆頭に入居者の平均
年齢は 85 歳。なごみやをご利用の方は 84 歳です。
ご利用者からは、さまざまな場面でたくさんのこと
を教えて頂いています。
　昔話からは歴史を、その方の暮らしからは知恵、
作り方、やり方、物事の捉え方、などなど… 学ぶ
ことがたくさんあります。
　一方、認知症という病気は時間の経過とともに
症状が重くなっていきます。「ここに座りませんか？」

「さぁ、お昼食べましょう。召し上がってくださいね。」
日常の何気ない会話が通じないこともしばしば。そ
んなご利用者の言葉や様子には訳があるはずです。
職員間で情報を共有したり、認知症研修や薬の研修
などに参加し、お一人お一人がその人らしくこの
地域で生活できるよう、ご利用者の気持ちに寄り添え
るように、これからも認知症ケアに磨きをかけてい
きたいと思います。

認知症を学ぶ

賑やかに
　年末の忘年会には長和町

で活動されている、スコップ

三味線のグループの皆さん

や、その他にもダンスや歌謡

グループの皆さんに出演をし

ていただきました。ありがと

うございました。

デイサービスセンター和田

　健康で長生きしたいと願う方は多く「健康志向」
という言葉が世の中に飛び交っています。食への
関心も高くなっていて「○○を食べると△△に
良い」と情報が流れると、たちまちスーパーの棚
が空になっていたりします。
　情報がありすぎて、それに関心を寄せすぎると、
何をどう選んで食べて良いのかわからなくなり
そうです。
　けれど、空になったスーパーの棚も、しばらく
すると商品が並びますから、飛びついてみても、
多くの方がいつものペースに戻っているのかも
しれません。

ほどほどで、おいしく
　お届けしている「あやちゃん弁当」は、弁当箱
に入るだけではありますが、栄養バランスを考え
た食材を取り混ぜております。
　いろいろな食べ物を取り込んで、栄養に大きな
過不足なく、ほどほどであることが、日常の食に
は大切なことではないでしょうか。
　そ こ に プ ラ ス し て、
楽しくおいしく食べたい
ものです。ごちそうさま
でした、と笑顔で言える
とき、とても幸せです。
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ご寄附
ありがとう
ございました。

他、3名の方よりご寄附いただきました。

平成27年12月3日

●自走型モジュール車椅子 ２台
／信越地方郵便局長協会　様

編集後記　今回のテーマは「学」でした。
時代の流れと共に固定電話は大きく減り、携帯電話の普及率が増えました。

2015年は、スマートフォン普及率が約50％になったそうです。難しくて敬遠し

てる方はいませんか？しかし新しい事を学ぶ事は、脳を刺激し活性化させます。

いくつになっても、新しい事を知りたいという気持ちを持つ事は大切ですね。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  広報委員

こころのリセット ～負うべき荷物・捨てるべき荷物～

　今回の研修に参加して、先の事を考えるのではな

く、今の現実を見つめる事が大切であることを学び

ました。

　人生の旅の荷造りの中で、いらなくて背負って

いるものはないか？人生の旅は後戻りできないので、

時間をかけて見つめなおす、心のスイッチをオフに

して休む時間を確保することが大切だそうです。

　これからどんな事が起きるのか、未来に対して

心配をしている時、身体はここにいて心はどこかに

出かけている状態です。人は心と体が同じ場所に

いないと、大きな力を発揮する事ができません。

　“今を生きる”現実と

向 き 合 い 、 1 日 1 日 を

大切に過ごしたいと思い

ます。

メンタルヘルス研修を終えて


