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理事長

渡 邉　和 美

過渡期の
依田窪福祉会

　平成27年度は、介護報酬の大幅なマイナス改定に加え、現在開催中の第190回通常

国会(6月1日までの会期)で可決される見込みとなっている内部留保問題に端を発した

社会福祉法人制度改革等により、社会福祉法が施行（昭和26年）されて以来、社会福祉

法人は厳しい経営環境下に置かれています。                  

　この度の改定による大幅な減額は、当法人も例外なく経営的に不安定要素が多々見受

けられ、大きな影響を及ぼしかねない状況となっています。これまでにない危機感を

もって一層の経営努力をしていく必要性に迫られています。

  一方で、社会福祉法の改正により、役員体制など法人のガバナンスを抜本的に見直す

必要性が生じています。それに加え複数の職員の定年退職等が想定されております。

また本年、依田窪福祉会は成人式を迎えることになり、今では、ご利用者のニーズに応

えながら施設の数も8施設14事業に増え、従業員数130名を超える規模にまで成長して

います。規模は大きくなったものの、まだまだ地域住民のニーズに全て対応できている

とは言えず、今まさに当法人は次のレベルへの過渡期にあり、綿密且つ総合的な計画

立案が必要となっています。

　そこで、これらを機に、次の時代に即した管理者層を中心とした人員体制の見直し

並びに組織改革を図り、それに伴って生じる不要となるポストの整理を行いたいと思い

ます。

　これら一連の流れを、「新生・依田窪福祉会」のスタートとして未来予想図を描いてい

きたいと思います。イメージは、単なる事業の縮小・整理というマイナス指向では

なく、法人設立20年を節目とした、次代を担う職員に健全に引き継ぐ未来志向の新たな

依田窪福祉会のスタートとして参りたいと考えています。

　今後ますます厳しい経営状況に対し、我々全職員の総力を挙げ強い覚悟をもって取り

組んでまいります。そしてこのような時だからこそ、継往開来に習い、今後も地域に

必要とされる社会福祉法人を目指して取り組んでまいります。

　今後とも変わらぬご支援ご協力の程お願い申し上げます。
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武武 石石
Takeshi Area

新たに・・・ 「平成27年度」・「平成28年度」
　平成 27 年度、ともしびでは「朝のラジオ体操」

を始めました。以前、依田窪福祉会のホームペー

ジにも掲載していますが、朝礼後ホールにてご利

用者を中心にケアマネジャー、ヘルパーも参加し

てラジオ体操を行います。「体の痛い所があるけど、

朝から体を動かすと調子がいいよ。」とご利用者

からも好評です。体操が終わると、季節の歌を一

曲歌います。体操が苦手なご利用者も、歌になる

と本領を発揮され、大きな歌声が聞こえます。

　体操だけでなく、ご利用者がそれぞれのユニッ

トから出て来られ、「また今日も会えたね。」「この

頃、顔見なかったけど元気だった。」と、ご利用者

同士が声を掛け合う交流の場を持つことも目的の一つです。体操の終わりにはご利用者全員で、「今日も元気に頑

張るぞ。エイエイオ―！！」と元気な声がホールにこだまし、皆さんが笑顔になり、ともしびの一日が爽やかにスター

トします。

　また、新人職員に対する、教育プログラムを更に良くするため平成 28 年度の新人職員より、新たな教育プログ

ラムに基づいて教育に取り組んでいきます。福祉系の専門学校でも定員割れをしてしまうなど、介護職員不足が問

題となっています。福祉に関わる仕事での専門性や、対人援助であるという人との関わりの大切さを新人に教育す

るとともに、現職員も共に成長したいと考えています。

　依田窪福祉会の介護方針は、「ゆっくり」「いっしょ」「わがまま」です。ご利用者が笑顔で、楽しく過ごせるよう、

取り組んでまいります。

特別養護老人ホーム　ともしび

テーマ:「新」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

　デイサービスセンター上本入は、地域交流会を開催し、多くの方々に「今日、遊びに行って
いい？」「近くに来たから寄ったよ。」と言っていただけるような　デイサービスになってきま
した。
　この繋がりを大切にしていきながら、
武石地域の方々に集まっていただき、運
動や交流ができるようなプログラムを考
えています。どんなことをしているのか
を見て、いろいろな意見・要望を出して
ください。
　ボランティアとして参加して下さる方
も募集しています。

そうだん処　オープン
　デイサービスセンター鳥屋は民家を改修した、
小さなデイサービスです。家庭的な雰囲気を大切
にしています。ご利用者ひとりひとりが、一日を
楽しくゆっくりと過ごしていただけるようにのん
びりとした時間の提供をさせていただきたいと
思っております。
　そこで、さらにゆっくり、好きなことができる
スペースを増やしました。事務所として使用して
いたスペースを誰もが利用できる「そうだん処」
として新しくオープンしました。ご利用者さんは
もちろん、地域の方、ご家族の方、「ちょっと介護
の話を聞きたいわ。」「ちょっとお茶でも飲みたい
わ…」様々な方々に立ち寄っていただきたいと思っ
ています。
　その「そうだん処」を活用して、4月にはどなた
でも参加していただける、「いきいき講座」を開催

し、介護予防体操や、ピアノ演奏会、防犯教室、マッ
サージ体験教室などを行いました。今後もいろい
ろな企画を検討していますので、ぜひご参加くだ
さい。
　これからも、住み慣れた「家」「家族」「地域」
でいつまでも一緒に、その人らしく、わがまま（我
がまま）に暮らすお手伝いをして行きたいと思い
ます。

　ヘルパーがご利用者のお宅を訪問している
と、『座敷の掃除を全然やってなくて、お願い
できないかね。』とか、『窓ガラスが汚れてい
て気になっているけど、拭いてもらえないで
しょうか。』といった要望が寄せられます。
　介護保険サービスでは、生活援助の項目が
細かく規定されています。ご利用者が使って
いる場所の掃除、洗濯、衣類の整理、調理、
買い物、といった内容です。ご利用者本人
の通常の生活に必要でないことは、介護保険
の対象になりません。
　「あの人はやってくれたけど今日のヘルパー
はやってくれない。」と、なってはいけないし、
ちょっとした事だからお手伝いしてあげたい
けど不公平になってはいけないと、ヘルパー
は悩んできました。

　平成28年度、「笑顔のお助け隊」サービスが
発足します。介護保険とは別の自費利用
サービスです。資源ゴミ出し、灯油入れ、
薬を飲んだかの確認などの小さな支援。病院
内の付き添い、窓ガラス拭きといった時間が
かかる事。介護保険ではできなかったことを
行います。現在ヘルパーを利用されている方
はもちろん、ご利用のない方にもお使いいた
だけます。高齢になっても、障がいをお持
ちでも、自宅での生活が安心・安全であるよ
う、こすもすのヘ
ルパーがお手伝い
させていただきた
いと思います。

平成28年度、新事業に向けて

新規事業を始めるための土台作り 　私たちケアマネジャーは、初めて介護保

険の認定を受けた方とお会いすることが多

くあります。

　介護保険の認定を受けることは、ご利用

者にとってはとてもショックなことかも知

れません。その方とお会いして、介護のこ

となどをお話させていただきます。状況を

見ながら話を進めるのですが　全てをお聞

きすること、伝えることは非常に難しいの

です。そのため、サービスを開始するまでに、

何回もご自宅を訪問させていただきます。

ご利用者の望む生活をお聞きしながら、

どうすればそれを続けることができるかを

考えていきます。またご家族が心配されて

いることなども、解決できるようにお話を

していきます。

　笑顔で訪問をさせていただいていますが、

ご利用者・ご家族と同じでどんな方なのか

な…とドキドキしながら訪問をしています。

　ご本人・家族に寄り添えるように努力し、

新たな出会いが出来て良かったと思って

いただけるようにしたいと考えています。

ご用命がありましたら

連絡をください。

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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優しさと、ぬくもりと。
そして、元気と勇気を持った職員がお待ちしています!!

　今年度からデイサービスセンター長久保は、地域密着型通所介護へ移行しました。長和町にある
唯一の民家改修型小規模デイサービス事業所として、地域に根を張り、ご自宅での生活を支援させ
ていただきます。どうか、皆様の声を聞かせてください。

継続は力なり・・・
「目標を持てるデイサービスに」

節分
デイサービス日記

長和町の拠り所に

　温かい長久保の光を受けながら、今日もデイサービスセンター長久保は笑いに包まれます。たく
さんの想いを抱えながら、ここに集ってくださったご利用者に私たちは目線を合わせ、同じ景色を
見させていただきたいと思っています。変わっていく時の中で変えてはならない『ご利用者を大切に』
する気持ちを再確認し合い、ご利用者の声をヒントに新たなことにもチャレンジしていきます。

大切なこと

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では、今年の1月から新た

な取り組みとして、「信濃の国」の体操をはじめました。

　毎日、ご利用者と信濃の国を歌いながら体操をし、

1月は1番。2月は2番と1ヶ月に1番ずつ覚えました。

　デイサービスセンター長門で考案した振り付けです

が、毎回ご利用時に繰り返し行っているので、3月には1

番と2番を通してできるようになりました。

　中には、「家に帰って中学生の孫と一緒に歌いながら

覚えた」というご利用者もいました。目標は信濃の国の

6番まで通して踊れることです。デイサービスセンター長門では、今日もご利用者の元気な歌声が聞

こえています。

　また、デイサービス内もご利用者がご自分で作った作品を飾れるよう模様替えをしました。ご利用

者の作った作品があることで、「自分が作ったのはどれだい？」と見つけるという楽しみに加え、

デイサービスの中も華やかになります。

　「ご利用者の笑顔あふれるデイサービスをモットーに、「今月はこの作品を作ろう」「1ヶ月後には

この踊りができるようになろう」そんな具体的な目標がご利用者と立てられるデイサービスを目指し

て新たに取り組んでいきたいと思います。

　大門の家では、平成28年3月より「短期利用」のサービスを新

たに開始しました。

　今回新たに始まった、この「小規模多機能型居宅介護短期利

用」のサービスですが、内容としては、特別養護老人ホームなど

のショートステイのサービスと基本的には同じです。しかし、今ま

で大門の家をご利用いただくにあたって必要であった「登録」というものが必要ありません。

　緊急時にしか使えないなどの条件はいくつかありますが、地域

の皆様の困った時の受け皿として、少しでもお役に立つことがで

きればと考えております。

　「短期利用」についての詳しいお話、「小規模多機能型居宅

介護」の説明等も随時受け付けておりますので、大門の家まで

どんどんお問合せください。

大門の家
　デイサービスセンター長門に台湾からの実習生

が来ており、日本の文化である節分を体験しました。

実習生には職員と一緒に鬼の役をしていただき、

ご利用者も鬼に向かって「鬼は外、福は内」と

元気よく鬼退治することができました。

職員手作りの甘酒
　3月3日はひな祭りということで女性のご利用者

は、特別にマニュキュアをしておめかしをしました。

そして、職員手作りの甘酒を堪能していただき、

ひな祭り気分を味わうことができました。

テーマ:「新」

「大門の家　短期利用始めました！」

長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area
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テーマ:「新」

「大門の家　短期利用始めました！」

長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area
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デイサービスセンター和田
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　春風のさわやかな季節になりました。デイサービスの送

迎の際には、近くの桜のトンネルを抜けて気持ちよく来所し

ていただいています。

　春は出会いの季節ですが、ご利用者の皆様とは季節を問

わず新たな出会いがあります。新しいご利用者の方は、初

めてのデイサービスに期待と緊張、そしてちょっぴりの不安

を抱いてご利用が始まります。

　「話は聞いていたけど本当はどんな所だろう」「知ってる

人はいるだかいなぁ？」なんとなく心配顔だったのが、知人

の顔を見つけて破顔一笑。久しぶりの会話が弾みます。

　近所とのお茶のみの機会も減りご自宅で過ごす時間が長い方が多いですが、デイサービスを利用することで

地域との繋がりを続けることができています。社会性を保ち役割を持って生活をすることは張り合いとなり、い

きいきとした生活に繋がります。

　デイサービスセンター和田では、新たに憩いの空間を設け、美味しい珈琲の提供や足マッサージ機の導入

を行い、寛ぎの時間を提供しています。男性の方にも気軽に利用していただけるよう週刊誌などもご用意して

います。また、ご利用者の皆様に喜んでいただけるようにさまざまな活動を行っています。今後も、ご利用者

がひとつでも多く笑って過ごせるデイサービスにしていけるよう努めていきます。

　今年度は10月から介護保険制度の改定により、デイサービスセンター

和田で新しい事業を予定しています。内容は、できるだけ自宅で健康に

生活を続けていくことを目的とした介護予防事業です。詳細につきまし

ては決まり次第お知らせをしてまいります。

地域の方と一歩一歩　

ごはんの時間

　まだ寒さが残る 3月13日、長和町橋場地区公民館で認知症サロン
を開催しました。
認知症の方が住み慣れた地域で生活していく中で、認知症のことを
知って頂いた方たちがまわりにいて下さるということは、ご利用者
やグループホームで働く私たちにとって大きな支えとなります。
　認知症は病気で、誰もがなりえるということや、物忘れと認知症の違いなど、スタッフの寸劇
を交えながらお話させていただきました。茶話会では「徘徊している人を見つけたらどうしたら
いいだ？」「自分たちも認知症になるかもしれないんだから、安心して暮らしていけるようにした
いわな」など、皆さんの貴重な声も聞くことができました。
　次回は 5月に認知症の予防に関してのサロンを行います。安心してこの長和町で暮らし続ける
知恵を皆さんと築いていきたいと思います。

新たな出逢い

恒例の節分で鬼退治を行いました。年女の方に
裃を着けていただき厄払いをしました。最後に
福男の登場で福のお裾分けをいただきました。

雛祭りに職員によるお点前を披露しました。
素敵な着物姿を見ながらお抹茶をいただきま
した。

○○○

デイサービスセンター和田

　デイサービスや配食サービスで提供させていた
だくお食事には、季節の食材や歳時にあわせた献
立を盛り込むようにできるだけ努めています。歳
時・行事に合わせた食事は、心を晴れやかにし、
満ち足りた想いを与えてくれるように思います。
　お彼岸に配食ご利用者の方から電話が入りま
した。
「お彼岸だに、天ぷらを頼むわ」
　その日の昼食は、ぴったりご希望の天ぷら。
ちょっとホッとしてそのことをお伝えすると、思
いもしなかったお返事。
「だれぇ、仏さんに供える天ぷらが欲しいだに」

旬の献立
お彼岸の歳時食として天ぷらが欲しかったのは、
ご本人より先に、まずはご先祖様でした。
　そう言えば、10 年ほど前には、お正月用の豪華
お節料理を希望されてきた方もいられました。そ
の方のご希望よりはかなり質素で申し訳なかった
のですが、お節の詰め合わせ弁当をお届けさせて
いただいたものです。
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編集後記　今回のテーマは「新」でした。

　新年度が始まり、当法人にも新人職員が入りました。新しい環境に、不安や
戸惑いがあることと思いますが、得るものも多くあります。新しい出会いを大
切に頑張りましょう。
　また、依田窪福祉会の新サービス「笑顔のお助け隊」も始まりました。地域
の方が安心して生活できるための支援をしていきます。

　　　　　　　　　　　　  　　　　広報委員

ご寄附
ありがとう
ございました。

平成28年2月15日
1名様よりご寄附
いただきました。

まずはお電話を！してみてください。

実施地域…長和町、上田市武石地域、丸子地域（腰越・東内）にお住まいの方

一人暮らしや老人世帯の方がより安心して生活でき、
ご家族も安心できるための支援をするのが、
「笑　顔　の　お　助　け　隊」です。

依田窪福祉会の新サービスがスタート!

●スマホアプリＬＩＮＥを利用しての“安否確認サービス”
●在宅生活支援を目的とした“20分以内の訪問サービス”
●在宅生活支援を目的とした“20分以上の訪問サービス”

代表的なメニュー

代表　依田窪福祉会法人本部　電話0268-85-2202　

『笑顔のお助け隊』
にお任せ！

依田窪福祉会全事業所で連携して皆様の生活を支援いたします。

問い合わせ


