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理事長

渡 邉　和 美

決算が終わって一考

　殆どの家庭で田植えも終わり、農作業も一段落しホッとしているところだと思い

ます。早苗の生長が待ち遠しいこの頃ではないかと思います。

　さて、平成27年度決算額は職員の労を惜しまず努力したにも拘わらず、赤字となって

しまいました。この原因は、平成27年4月の介護報酬の減額改定と近隣地域事業所の利

用者獲得などによる利用者の減少にあります。しかし、この赤字決算につきましては、

依田窪福祉会だけが例外では無く、全国的に見ましても、金額の多寡はあれ、多くの

法人に赤字の状況が伺われています。

　続く平成28年度決算見込みでも、大きく改善されないと想定されますが、社会福祉法

の改正による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おり

ます。これらを機に、来(きた)る時代に即した人員体制の見直し、組織改革並びにサー

ビス開発を積極的に行い、経営改善策の一つとして考えて参ります。

　また、継続性のある事業運営を考えた時に、まずは必要な人員を充足することができ

るかですが、かつてないほど強い危機感を感じているところであります。どのようにし

て求人難を手当てし、途絶えることない福祉サービスの提供を続けることができるかど

うかが、今や福祉を継続するうえで極めて重要な要素になっております。

　ハローワーク等に求人を頼りながらも、ほとんど成果は上がってこない状況にあり

ます。短期的には口コミや人づてを通じて、人材難を克服していく他術はないと思って

います。地域の皆さんにも隣近所を見回して頂き、未経験な方でも結構でございますの

で積極的なご紹介を宜しくお願いいたします。

　このような現状を踏まえながら、より良い福祉サービスの提供を目指して参りたいと

思っておりますので、皆様方にはこれまで以上にご指導ご鞭撻を賜るよう重ねてお願い

申し上げます。
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武武 石石
Takeshi Area

　ともしびの目標のひとつに「楽し

い食事」があります。

　ご利用者にとって、食事は生活す

る中での楽しみの一つです。「今日

の献立は何かな」「今日はご馳走だ

ね、誰かの誕生日かい」「この味付

け美味しいから食べてみて」また時

には、「今日の味付けは塩辛いね。

塩が安かったかな」などと冗談を

言ったり、ご利用者との楽しい会話

もおかずの一つとなります。

　日頃の食事もそうですが、季節を感じる行事食の提供にも力を入れています。

春はお花見弁当、夏は流しそうめん、秋は新そば、冬はクリスマスやお節など、

お彼岸やお盆にはおはぎや天ぷらなど、この地域ならではの風習や、四季を感

じていただけるよう毎月のお楽しみの食事を考えています。

　新蕎麦の季節には、目の前で蕎麦打ちを見ながら、「昔は良く家で蕎麦をうっ

て食べたよ」などの声も聞かれます。『信州信濃の新蕎麦よりも、あたしゃあ

んたの傍がいい』でも、やっぱり目の前のうちたての新蕎麦の方が魅力的です

よね。

　日常の食事は、ユニットごとで食べますが、食事イベントの際は、場所を変

えホールでいつもと違う顔ぶれで食事をする事もあります。いつもと違う雰囲

気を演出する為に、会場の装飾、テーブルの上におしながきカードを置くなど、

目で見ても楽しめるように工夫しました。

　いつもと違う雰囲気の中、普段よりちょっと豪華な食事に、ご利用者の瞳の

輝きも違い、「今日はご馳走だね」とお隣同士の笑顔で楽しそうな声が聞こえ

てきます。これからも楽しい食事で、いつまでもお元気過ごして頂きたいと考

えています。

特別養護老人ホーム　ともしび

テーマ:「楽」

お知らせ

9 月 22日（木）ともしび秋まつりを開催します。

ご家族様、地域の皆様、ぜひ遊びにきてください。

春のお花見弁当です。

これぞ手打ちそば !

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

内容：洗濯物たたみ

曜日：水・木・金

時間：9時から11時30分（時間は応相談）

連絡：特養ともしび 85-2218（担当：今井）

ボランティ
アを

募集してい
ます。



3 4

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

ヘルパーステーションこすもす

　「おはようございまーす。」と、お茶の時間
が始まるとお一人のご利用者がご自分の家で
漬けた梅の話をはじめます。いつ採るのがい
いのか、いつ漬けたらいいのか、どのくらい
の塩の量がいいのか、しその色がうまくつか
ないかも…とお互いに情報交換をし、梅漬け
の上手なご利用者にみなさんが確認します。
今年はどんな梅干し、梅漬けができるか楽し
みですね！
　また、毎回体操をしたり、ジェスチャー
ゲームなどをして大笑いして過ごしていただ
いています。
　「あ～楽しかった！」と心も体もリフレッ
シュしていただけるようなサービスをこれか
らも考えていきたいと思います。

楽・・・音楽の楽しさ
　この春、デイサービスセンター鳥屋で行ってい
た、いきいき講座の中で好評だったのが、ピアノ
とチェロの演奏会でした。音楽と身近に触れあえ
る楽しい時間を持つことが出来ました。デイサー
ビスの一室がコンサート会場となり、ピアノと
チェロだけではなく、コカリナの奏者の方も来て
くださり、3 つの音色を奏でていただきました。
なつかしの曲から、クラシックまで全16曲を演奏
していただきました。生の演奏で「高校 3 年生」

や「青い山脈」を一緒に歌い、アンコールの声も
かかるほど大盛況となりました。
　目の前で器用に動く手先を見ながら、音楽を
楽しみ素敵な時間を利用者の皆さんや地域の方と
共有しました。
　秋にも、いきいき講座を予定しています。楽し
む事が出来る（笑顔になる事ができる）、楽しめる
場所（笑顔になれる場所）であるよう活動を続け
ていきたいと思います。

　ホームヘルパーは、ご利用者のお宅にうか
がい、身体介護や生活の援助をさせていただ
いています。
　訪問先でご利用者のお話しをお聞きするの
も大切な援助です。また、心身の変化を見逃
さないように気をつけ、具合が悪い時は速や
かにご家族や必要な部署への連絡をします。
　そんな中で、ホッと心温まるひとときがあ
ります。
「あなたね、悩みがあるなら私に言いなさい
ね。私が全部忘れてあげるから」
「離れて暮らしている息子が好物を持って来
てくれたのよ。私の思いが通じたのかしら。

生きている事もわるくないわね」
「息子からズボンのすそ上げを頼まれた
から、さっさとやってしまわないとね」と、
母の顔で話されるご利用者。
　こんなやさしい言葉が聞けると、ヘルパー
の私も幸せな気持ちになります。１対１の関
わりのなかで、これからも心温まるお話がう
かがえると思う
と、訪問の時間が
とても楽しみで
す。

ヘルパーの『楽』

楽しみを持つ

　先日、毎月の予定票をお届けに訪問をさ

せていただいたところ、痛そうに歩きなが

ら出てこられたご利用者。「どうしました？」

とお聞きしたところ、「腰が痛くて、病院に

行き薬をもらい飲んでいるけど、なかなか

良くならなくて・・」と話があったので、

家の中を移動するために歩行器のレンタル

を勧め、納得してもらいました。　訪問リハ

ビリの方に相談。機種を選定してもらい、

福祉用具のレンタル業者に「早急に。」と

依頼したところ、次の日には歩行器が届け

られ、段差解消用のスロープも入りました。

　「歩行器を使ったら動きやすくなった。

物も運ぶことができる。楽になった。」とご

利用者より話があったのです。

　福祉用具を使用することに抵抗を感じる

方は多いかもしれません。でも利用してみ

ると、家の中・外ともに動きやすくなり、

生活が少し楽になることもあるのです。

少し困っているなと感じておられる方、

ご相談ください。

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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　今年も長寿味噌仕入れが終わりました。
　毎年の恒例行事なので、春から『いつやるだ
い。』というご利用者の声に押され当日を迎え
ることになりました。
　真夏のような暑い日、男性ご利用者が火をお
こし薪をくべます。
　前日から用意した豆が庭のかまどでブクブク
と泡を立てて順調に煮えているなか、家の中で
は女性ご利用者がおはぎづくりです。
　日頃『体のあちこちが痛くてやる気が起きな
い』『楽しいことはない』とお話されるご利用
者も、煮えてきた豆の湯気と芳しい匂いに気持
ちが高ぶり笑みがこぼれはじめました。
　いつもより豪華なお弁当で一休み。会話が弾
み笑顔笑顔。
　そして、いよいよ長寿味噌魂の投入の時が来
ました。全員汗をかきながら煮あがった豆をつ
ぶす。つぶす。混ぜる。混ぜる。味噌玉作り。
投げ込む。

女性ですもの・・・
楽して、楽しく

楽しい愉しみ

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は、女性のご利用者が多い

ことが特徴の一つでもあります。職員もドライバーを除

いて全員女性です。

　そのなかで、女性の楽しみについて話し合ってみました。「美味しいものを食べたい」「きれいにな

りたい」「日頃のストレスを忘れリラックスしたい」などたくさんの意見がでたところで、私たちデ

イサービスセンター長門では「スイーツの日」と「美容の日」を行うことになりました。

　「スイーツの日」には甘酒やチョコレートフォンデュを楽しみました。ご利用者ご自身でバナナや

マシュマロにトロトロのチョコレートをからめ召し上がっていただきましたが、「こんなにチョコつ

いちゃったよ」と食べることよりチョコレートをつけることが楽しかったとの声も聞こえました。

　「美容の日」には「ハンドマッサージ」でリラックスしていただきました。最初は「こんな節くれ

だった手、恥ずかしいに…」とおっしゃっていましたが、「気持ちいいね」「いい匂いのクリームだ

ね」「すべすべになった」との声に「次は私もやって」と声をかけていただけるようになりました。

以前から行っているマニキュアも「剥げてきたから塗りなおしてくれる？」と定着しています。

　また、一か月予定のカレンダーをカラフルなペンでブラックボードに記入してみました。

可愛らしく、華やかなカレンダーになりました。

　「幾つになっても女性は女性」そんな思いで毎日のお仕事をさせていただいています。

　今回のともしびだよりのテーマ「楽」について考えた時、タイ

トルにつけた「気楽に、気ままに」という言葉が浮かびました。

　この「気楽に、気ままに」は大門の家の方針、モットーとなっ

ている言葉です。

　ご利用者、ご家族にとっては必要な時に必要なサービスを気楽

に受けていただくことができるように。地域の皆さんにとっては

大門の家が気楽に立ち寄っていただけるような場所となれるよう

に。「気楽に、気ままに」という言葉にはそんな想いが込められて

います。

　大門の家は、これからもご利用者、ご家族、そして地域の皆さん

が気楽にご利用いただけるような事業所を目指し続けていきます。

　今後ともよろしくお願いいたします。

大門の家

テーマ:「楽」

　「よいしょーよ
いしょー」気がつ
くと体の痛みは消
え、自然と笑顔があふれます。
　楽しい気持ちや、笑うことは免疫力がアップ
し、心因的な慢性疼痛の場合一時的に痛みを和
らげるという効果があります。
　つまり、デイサービスに来て、楽しい時間が
あれば痛みの時間が減るということになります。
　一人ひとりのペース、一人ひとりに合わせた
対応を大切にしつつ、集団効果の中で楽しめる
ことも大切にしていきたいです。
　一緒に過ごせる仲間がいて、お手伝いできる
職員がいて最高の環境の中での楽しさ。これが

デイ長久保です。
　ただいま樽の中で熟
成中の魂の長寿味噌。
ぜひご賞味にお出かけ
ください。

気楽に、気ままに

長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

「事業報告会の一コマ」

なんと1等賞をいただきました。

「父の日のお祝い」
銭太鼓を披露しお祝いしました。
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テーマ:「楽」

　「よいしょーよ
いしょー」気がつ
くと体の痛みは消
え、自然と笑顔があふれます。
　楽しい気持ちや、笑うことは免疫力がアップ
し、心因的な慢性疼痛の場合一時的に痛みを和
らげるという効果があります。
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ぜひご賞味にお出かけ
ください。

気楽に、気ままに

長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

「事業報告会の一コマ」

なんと1等賞をいただきました。

「父の日のお祝い」
銭太鼓を披露しお祝いしました。
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デイサービスセンター和田

長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

　デイサービスセンター和田では、今年度デイサービスのご利用者が使用することができるように２つの新しい

レクリエーション用品を導入しました。

　1 つ目は、レクリエーションの時間に大勢で使用することができる「ターゲットゲーム」。

９つの的に向かってボールを投げ、張り付いた部分の点数を競います。１週間レクリエーションに使用し、週間チャ

ンピオンを決めて表彰状のプレゼントをしました。このゲームは的の下に行くほど点数が高くなり難しくなりま

す。ソフトボールの経験者である男性のご利用者が高得点を取るだろうという職員の予想を覆し、最高得点の

方は女性のご利用者でした。

　的の下にほぼ全部のボールを集中させ、57点の高得点でした。1週間を通してご利用者全員で競いあったり、

表彰などでご利用者が夢中になれるようなひと工夫を考え、楽しんでもらうようにしています。

　そして、もう一つは、「スマートボール」。温泉街で見たことがあるような昔からあるレトロな一人でも楽しむ

ことが出来るゲームです。

　ボールをバネで引っ張って飛ばし、沢山ある穴に入れます。簡単と思いますが、力加減が難しいです。「ここ

の穴に入れるにはどの位の力加減が必要かなと考えることもでき、まさに自分との勝負です。「今日は何個入

るかな？」と毎回楽しみにされている方や、「一番むずかしい７７７（スリーセブン）に入るまでやる」。とご利用

者も目標を持って取り組んでいます。いざ帰る時間になっても、ゲームを続けたそうに、名残惜しそうにされる

方もいます。デイサービスの楽しみのひとつとして、すっかり定着してきているようです。

好きなこと言って笑えて　
ここは楽しいよ…そうそう

ごはんの時間

　グループホーム和田では８名の方が生活されています。そこに
通所の方が一日３名まで利用される共用型施設です。なごみや
ご利用者の到着と同時にグループホーム内がにぎやかになります。「年はとりたくないものだ。
なんでもすぐ忘れちゃうんだよ。困ったもんだ。」
　「そうそう…」「この足が動かなくってな。」「そうそう…」利用者さんの悩みは同じようです。

「家にいたって布団の中にいるだから、ここに来ていたほうがぼけないよね。」「そうそう…」
「好き勝手なこと言って笑えて、ここは楽しいよ。」みなさんお話をしながら、食器を拭いたり洗
濯物をたたんだり早いこと早いこと。（職員一同　感謝感謝！）
　先日の受診時、先生「○○さん、グループホームは楽しいかい？」 ○○さん「いいえ…」

えーっ、そこは「そうそう」じゃ
ないの？！…( 笑 )
　共用型のスタイルを活かしな
が ら、ご 利 用 者 が 安 心 し て
ゆっくりと過ごしていただける
ようこれからも取り組んでまい
ります。

全員で楽しむ　そして個人で楽しむ

ただいま勉強中です
～お知らせ～

　デイサービスセンター和田では、職員１名が介護

予防運動指導員の研修を受講しており、今年の冬

から介護予防として、新しい取り組みを検討中です。

　「冬場体力が落ちてしまう方」、「運動不足になり

がちな方」など、来年また元気に農業をやれるため

の体力づくりや運動を提供できればと思っています。

　冬場なかなか家から出ないという方、体力を維持

したいという方は、ぜひご利用ください。

スマートゲームターゲットゲーム

デイサービスセンター和田

　デイサービスで、お昼を食べながらのご利用者
様同士の会話です。

「なんでも、野菜から食べると身体に良いらしい
ねぇ」

「そうだってねぇ、野菜からが、良いらしいね」
「そうかい、身体にいいのかい」
「野菜は家にいくらでもある、それじゃ、野菜から
だね」

「そうそう、野菜からだって」
　かなり真剣に話しをしておられ、長野県が長寿
県として名を馳せている、まさに底力のような内
容の会話です。

身体にやさしい食事
　これからの時期は、ご自分で栽培した野菜が、
余るほどに採れてきますから、身体にやさしいと
ワクワクしながら、楽しんで食べられることで
しょう。

　デイサービスでは、朝のご挨拶で、お昼の
メニューをご紹介していますが、拍手が盛大な時
と、パラパラの時と、日によってまちまちです。
これは、どうやら、野菜とは関係ない、嗜好に
よる正直な反応のようで、身体にやさしいだけで
はなく、気持ちを満たす食事も大切だと物語って
いるようです。
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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29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 29 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27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
サービス活動外増減差額
経常増減差額
　特別収益計
　特別費用計
特別活動増減差額
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

567,828
649,241
▲81,413
15,911
7,737
8,174

▲73,239
310
362
▲52

▲73,291
252,294
179,003

0
0

179,003

（単位：千円）

事業活動計算書の概要
（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

平成27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28年3月31日現在）

167,214

501,573

420,589

80,984

668,787

流動負債

固定負債

負債の部合計

52,032

44,961

96,993

基本金

国庫補助等積立金

修繕積立金

次期繰越活動増減差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

1,000

388,320

3,471

179,003

571,794

668,787

（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28年4月29日
●10,000円／唐沢小原築地原高齢者クラブ様

平成28年4月4日　　　安田　貞子様
平成28年5月25日　　 射手　慶道様

●2,000円／大布施西武高齢者クラブ様


