NPO ゆうらいふ News Letter

ご存知ですか？

自宅で安心して暮らし続けるために…。在宅介護の新しい地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

のご案内
の

誰もが、年をとって介護が必要になっても、住み慣れた自宅や地域の中で家族や親し
い人たちとともに、最期までその人らしい人生を送りたいと望んでいます。

平成 25 年 1 月 発行

この願いを実現するために「小規模多機能型居宅介護」が平成 18 年 4 月に制度化され、
ゆうらいふも立田町に平成 24 年 6 月に開設いたしました。小規模多機能型居宅介護

医療・介護サービスと連携して
“在宅で最期まで生き切れる”地域をめざします

は、在宅での生活を送り続けたいという高齢者や家族の願いにお応えいたします。

地域のあるもの探し・ご自分の資産を大切に
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ゆうらいふ居宅介護支援
看護師を中心にしたケアマネジャーが
総合的生活支援の相談をお受けします

サービス概要

介護の安心

◎住まい・食の充実・自然の豊かさ
◎人とのふれあい交流と共通の文化
◎本人の資産：家・家族・子供や孫・年金

「
「通い」を中心に、
ご本人の様態や希望に応じて、
「 宿泊」「訪問」といっ
た
たサービスを組み合わせて、「自宅で継続して生活するために」必要
な支援をしていきます。
な
○「通い」で顔なじみになった職員が「宿泊」や「訪問」の際にも対応します。
○環境の変化に敏感なお年寄り（特に、認知症の方）の不安を和らげることが
で きます。
できます。

平成 24 年 6 月開設

小規模多機能型居宅介護事業所 花梨

ゆうらいふデイサービス

住み慣れた地域で “我が家での暮らしの
安心” を支援します

足腰が弱くなっても、運動機能・口腔
機能の向上に努め、身のまわりのことは
自分でできるようにします

通い・訪問・お泊り
サービス利用ができます
平成 24 年 10 月開設

ぐるーぷほーむ 花梨
利用料は、 １か月単位の定額制です。 サービス費用の１割を負担することになります。
詳細はお気軽にお問い合わせください

すいれん
グループホーム / デイサービス

最期の時までの暮らしを
共に考えていきます

我が家の暮らしが
継続できます

ケアマネに
ご相談ください

ボランティアさん

いつもお世話になっています！

が 16 名います。介
介護の困りごとはまずケア
マネジャーにご相談ください。自立した日常生

河村悦子さん
森田孝治さん
能瀬美喜子さん

活を送れるよう支援いたします。

ゆうらいふナースステーション
ゆうらいふナ
スステ ション
ン
主治医との連携で看護師が訪問
緊急時は看護師が駆けつけます

主治医受診・往診
主治医は、看護師と連携して
て
在宅看取りをしてくれます

平成 25 年 4 月開設予定

定期巡回・随時対応型訪問介護 看護サービス
ゆうらいふナース・ヘルパーステーションが一体となって在宅での安心を支えます

編集後記

過ぎ去った昔を偲び
唱歌を口ずさみませ
ん か。往 時 を 偲 ぶ 事
で楽しかったことや
苦しかった事が大変
なつかしく思われま
す。

ひさしぶりにニュースレター「ゆうらいふ通信」
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を発行しました。ゆうらいふってどんなところ？

介護が必要になっても最期まで暮らし続けられる地域を皆様とともに考えていきます
っても最期まで暮らし続けられる地域を皆様とともに考えていきます

ご利用者さま、ご家族さま、地域のみなさまにもっ
と身近に感じていただき、お気持ちに寄り添って
いけるような紙面づくりをしたいと思います。ど

トピックス

うぞよろしくお付き合いくださいませ。
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守山市立田町 1231-4

グループホーム
〒524-0001

花

今年も“ゆうらいふ”をよろしくお願いします。
●“地域を終の住処に！” 理事長

居宅介護支援事業所
〒524-0214

事務局／担当：西村

守山市立田町 1231-4
お気軽に
お電話
ください

相談できる薬局・歯科医

知識を持つケアマネジャー

（左から）

NPO

訪問看護師と連携して
在宅介護の安心を支援します

心に、介護福祉士、歯科衛生
士、社 会 福 祉 士 な ど の 専 門

さわやか会

ゆうらいふヘルパーステーション

ゆうらいふには、看護師を中
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☎ 077-581-4606
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山田 登喜子

法人事務局

☎ 077-585-4070

ナースステーション

小規模多機能型居宅介護事業所
〒524-0214

研修事業

☎ 077-599-0531

2012 年 6 月ゆうらいふ花梨 ( かりん ) 開設
『我が家を終の住処に !!』の拠点です

●地域交流部長

山田 亘宏／事務局長

●各事業所より

今年の抱負

●ご存知ですか？

西村 友孝

●ボランティアさん

小規模多機能型居宅介護のご案内
いつもお世話になっています！

“地域を終の住処に！”

ゆうらいふと地域つくり

NPO ゆうらいふ理事長

山田 登喜子

長寿国日本 !! 喜ばしい事と共に“終の住処をどこに？”との
不安が広がっています。NPO ゆうらいふは“地域を終の住
処に !”を目指して地域の方々と共に歩んできました。その
成果として表紙に描いた地域密着の介護サービスを提供でき

地域交流部長

山田 亘宏

今年の抱負

事務局長

西村 友孝

これからの「超高齢者」は自分で歩け

昨年は、
「花梨」の開所という非常に大きな事業展開

ない、食べられない、話せない、物忘

が出来ました。これで、NPO ゆらいふが行う福祉サー

れなど、他人の支援がないと生きてい

ビスも地域を基盤に多様な展開が行えるようになって

けない状況に陥り、その期間も長くな

きています。今年 4 月には 24 時間対応の訪問介護・

ります。その時に大切な事！それはま

看護サービスを実施してまいります。介護保険での地

ず先の東日本大震災でも理解されたよ

域密着サービスを活用して、地域の方が最期まで安心

るようになりました。

うに①地域の「お互いさん」です。そして②地域の事業者に

して暮らせるサービスの提供を共に考えていけること

ご本人・ご家族の希望・意思があれば、住み慣れた地域を“終

よる介護サービスの充実。最期に③自分はどこで、どのよう

を願います。また、働く職員が 80 名を超えています。

の住処に !!”にできます。
“地域のある物探し”を共に考え、

に生き、終わりを迎えるのかを覚悟しておく事。いわゆる延

ひとり一人の職員が気持ちよく働けることが良いサー

命治療などをどうするか？という３つでしょう。
「ゆうらいふ」

ビス提供につながると思います。今年は、花梨に事業

は皆さんと共に地域の「終の住処」つくりに尽くして参ります。

所内保育施設も設置し職員にとっても安心できる職場

お一人おひとりがご自分の資産を大切にして、最後の刻 ( と
き ) を迎えられるサービスを整えてまいります。

「講話」にも積極的に出てまいりす。お申し出ください。

づくりを目指します。

今年もゆう
うら
らいふを
居宅介護支援事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

ゆうらいふナースステーション
部長

千村 まさ子

部長

所長

笠本 留美子

花梨

すいれん
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石原 健司

部長

“病気や障害があっても最期まで我が家で！住み慣れた地

“花梨”は、地域密着の拠点として昨年 6 月に開所しま

域で！”を叶えられるよう、主治医・介護スタッフと共

した。利用できる方は守山市内の要介護者の方です。25

に推進し、地域に必要とされる事業所をめざします。

名の方が登録して利用できます。デイサービス・訪問介護・

4 月から新たに訪問介護・看護の定期巡回サービスを開

ショートステイを「ご本人・ご家族のライフスタイルに

始します。みなさまが気軽

合わせて、それぞれの望むサービス」

・病院から「退院してください」と言われたけれど、

に地域で医療サービスを使

を選んで頂く事ができます。必要な時

から発信していき

家で介護はできない！とお困りではないですか？

えるよう福祉サービスとの

に、必要なだけのサービスを提供でき

たいと思います。

・介護が大変、仕事が続けられない等ご家族の困りごと

架け橋となり、必要時は速

るように努めてまいります。「住み慣れ

人 生 の 最 期 は、ど

…今まで以上にたくさんの方々の「気軽なご相談窓口」

やかに他サービスへと繋

た守山市で最期まで暮らせるのね」と

こ で？ど う し て？

として、そして皆さまが最期まで地域で暮らし続けるお

ぎ、効率的な訪問看護を提

みなさまに思って頂ける“花梨”を目

みなさまと本音で

手伝いができるよう職員一同研鑽してまいります。

供してまいります。

指します。お気軽にお立ち寄り下さい。

ゆうらいふデイサービス

ゆうらいふヘルパーステーション

ぐるーぷほーむ花梨

♡「病気や介護の困りごと」をお気軽にご相談ください。
・「認知症」や「病気の進行」のことでお困りではないで
すか？
・介護保険の手続きをどうしていいかわからない。介護
保険の他に制度はないの？

所長

所長

津田 征志

地域の中のおうちのようなデイサービスです。地域
の方々とのつながりを大切にしています。
病気や認知症になっても“我が家・地域で安心な暮
ら し”を す い れ ん

考えていきます。

グループホームすいれん
所長

出口 多津子

奥野 登美子

田中 寿子

主任

上阪 祐喜美

住み慣れた地域で可能な限り自立した生活が続けられる

老い・病気で生活が不自由になっても、自分らしく「我

地域やご近所の方を、いつでも気軽にお迎えできる

民家を改修して開設し 10 年がたちました。ご家族

ように…ゆうらいふデイサービスでは、生活リハビリプ

が家」で生活の継続ができるように、私たちヘルパーが

雰囲気を大切にし、ゆったりと生活が出来る場作り

と共に数人の方が人生の最期をすいれんで迎えまし

ログラム（運動、口からできる体調管理、社会交流）で

支援します。訪問介護・看護の定期巡回サービスも始ま

を、ご本人、ご家族の方と一緒

た。隣の家族と同じような、家庭的で温かい穏やか

あなたの元気を応援します。

り ま す。看 護 師 と 密 に 連
携 し て 高 齢 者 世 帯・一 人

に取り組んでいけるグループ

また、
「やりたい事が“選べる”
“決められる”デイサービス」

な生活環境で、ご近所の方も気楽に訪れてください

をめざし、より多くの目的に対応したサービスを提供で

暮 ら し の“安 心”を 支 え

ホームを目指しております。花

ます。

きるよう努めていますので、お気軽にご見学にお越しく

ます。

梨の前を通られた時「ここって

笑顔あふれる空間

ださい。

在宅での終末期のケアも

どんな所？」と思われた方はい

で、気ままな時間

看護師と共に行っていま

つでもお立ち寄り下さい。一緒

を過ごしません

す。

にお茶やお話しをしませんか？

か。お気軽にお越

お気軽にご相談ください。

お待ちしております。

しください。

