学会参加報告

4 月からもよろしくお願いします
管理者の変更

日本臨床倫理学会第 6 回年次大会（3/17,18）

●ゆうらいふヘルパーステーション
ケアステーション所長（兼任）

日本臨床倫理学会年次大会
のシンポジウム「地域包括
支援における臨床倫理」の
シンポジストとして山田登
喜子が登壇し、
「在宅ケアマ
ネジメント・臨床倫理の四分割法の活用～本人の真意 ( 思
い ) に基づいたケアマネジメント～」をテーマに発表しま
した。また、一般演題で「ALS 症例の人生最終段階に向け
ての意思決定支援～ケアマネジャーとしての支援を探る～」
と題し、ゆうらいふ居宅支援事業所所長の矢原生子が発表
しました。

下野 達郎
●小規模多機能型居宅介護事業所花梨
ぐるーぷほーむ花梨管理者（兼任）

石原 健司

●各事業所管理者（変更ありません）
ゆうらいふ居宅介護支援事業所 所長・矢原生子
リハビリサポートゆうらいふ所長・津田征志
リハビリサポートすいれん所長・伊藤聡子
グループホームすいれん所長・山瀬芳樹
ゆうらいふナースステーション所長・渕上操
保育所かりん所長・渡部幸恵
総合事業リハビリサポートゆうらいふ管理者・河辺恭子
総合事業リハビリサポートすいれん管理者・増山裕喜子
総合事業リハビリスタジオゆうらいふ管理者・永井沙希

貯筋で健康寿命を伸ばそう
ウォーキングだけでいいの？
4 月 14 日（土）13：00 ～ 14：30

講師：若山 晃（ゆうらいふ理学療法士）
大人気の講座です！
運動のさまざまな効果が最近の研究で
明らかになっています。この講座を聞
けば今すぐ体を動かしたくなります！

平成30年 スケジュール

5 月コース

5月～10月
7月～10月の日曜（9日間）

7 月コース

7月～12月
9月～12月の平日（9日間）

通学学習期間

会場 :リハビリサポートゆうらいふ

【参加費 500 円・お茶付き】

「こんな講座やって欲しい！」
「私の趣味を吉身講座で活かせないかな？」

会場 :コミュニティセンターなかさと

9 月コース
通学学習期間

割引

ゆうらいふ吉身 ☎ 077-598-5035

受講料・割引
受講料は、お持ちの資格により異なります。
資料請求またはお問い合わせください。

編集後記

たとえば、ホームヘルパー2級 資格をお持ちの場合
※ 最大割引適用で

73,000円 テキスト代込

①申込期間限定割引（各コース開講月の2カ月前から開講1週間前）
②説明会参加割引・修了生割引・ご紹介割引

説明会開催‼

※割引は①と②の併用が可能です

【日程】4/7、4/14、5/12、5/26、6/2
【会場】ゆうらいふ吉身【時間】10時～16時の間

☎ 077-585-4070
ゆうらいふ

特定非営利活動法人ゆうらいふ
NPO

事務局／担当：西村

TEL : 077-585-4070
【Web】http://www.youlife.ne.jp
【メール】info@youlife.ne.jp

知人が、外国にルーツをもつ子供たちの保護者に
入園・入学準備の説明＆相談会を企画開催した
そうです。役所や教育関係者にも協力を得たそうで、相談
内容は、入学準備のことだけにとどまらず学校行事、進路、
通訳によるサポートのことなど多岐に渡ったとのこと。こ
の話を聞いて、子ども達の笑顔が浮かびました。親自身が
入学への不安を解消し、楽しみに思えたら、きっと子ども
にも笑顔が溢れますよね。心があたたまり、この素敵な活
動を、日々の活動のヒントにしたいと感じました。
（上坂）

居宅支援事業所
〒524-0214

すいれん
か り ん

花 梨
ゆうらいふ
吉身

デイサービス

総合事業

守山市立田町 1231-4

グループホーム
〒524-0001

守山市立田町 1231-4
お気軽に
お電話
ください

総合事業・リハビリサポートゆうらいふ（立田）

一緒に講座を企画しませんか？
地域の皆さまの参加をお待ちしております！

9月～12月
10月～12月の平日（9日間）

会場 :コミュニティセンターなかさと

説明会
参加

総合事業・リハビリスタジオゆうらいふ（吉身）

土曜講座のご案内

ゆうらいふ
介護福祉士

通学学習期間

平成 30 年 4 月 発行

デイサービス

福祉用具販売

事務局

☎ 077-585-4070

総合事業

守山市川田町 1541-4

☎ 077-581-4606

小規模多機能型居宅介護事業所 グループホーム 事業所内保育所（認可）
ナースステーション ヘルパーステーション 定期巡回・随時訪問型訪問介護看護
☎ 077-599-0531
〒524-0214 守山市立田町 4135-1
介護相談窓口
総合事業
〒524-0021 守山市吉身 3 丁目

3-8

☎ 077-598-5035

トピックス
ゆうらいふの取り組みや、
各事業所の活動、介護の情報
など配信中です！

●新年度のごあいさつ
●春のゆうらいふトピックス
●新入職員の紹介
●お知らせ
●学会参加報告

など

新年度のごあいさつ

理事長

山田 亘宏

この 4 月に、第 7 回目の介護保険の改正が行われました。大きくは次のような内容です。
●介護報酬がわずかに改正。一層、「自己責任」「地域が主体」が明確に。

ところで、地域高齢者の皆さんの状況は、（ア）一人暮らしや老老介護（イ）認知症の増加（ウ）在宅介護者
の重度化など、在宅での介護の深刻化が進んでいます。
この状況を受けて、今年度の事業方針は下記の通りに定めます。
【Ａ：在宅介護者の一層の支援強化】
①訪問看護・介護の一層の充実と家庭医を中心に他職種との連携の強化
②地域との連携や共生サービス事業の充実
・すいれんでは「どこでもサロン」の他、月 2 回の割合で地域の「昼間独居」の方々に
グループホームの入居者と昼食を楽しんでいただいております
【Ｂ：事業の拡充】
③5 月より「ゆうらいふ吉身」に居宅介護支援事業所の新設
④企業主導型保育所の開設
⑤高齢者・障害者の生活自立を支える福祉用具のレンタル事業の開設と販売事業の充実
●職員が新しく入職しました（次のページに紹介しています）
以上、今年度も「自立の支援」と「最期まで地域で」を合言葉に、職員一同サービスの質の向上に向けて精
進して参りますので、よろしくご支援ください。

トピックス
福祉⾞両を寄贈いただき
ました
三久保商会会長 三久保清様より車い
すスロープがついた福祉車両仕様のス
テップワゴンを寄贈いただきました。
ライトブルーの車体は落ち着きがあ
り、暖かみを感じるきれいな色です。
車両は大切に活用させていただきま
す。この場をお借りし、深くお礼申し
上げます。
（職員一同）

3 月 24 日、春の陽気の中、平成 29 年度
保育所かりん修了式を無事に終えることが
できました。子ども達は来賓から「おめで
とう」と声をかけられると、
「ありがとう！」
と元気よく返事をしました。多くの人の前
でも堂々と記念品を受け取る姿に頼もしさ
を感じました。この一年、子ども達は「私
たちはおねえちゃん、お兄ちゃん！」と、
自信を持って過ごしてきました。その様子
が修了式にみることができ、本当に嬉しい
気持ちでいっぱいです。
新たに子どもを迎え、新年度がスタート
します。おじいちゃん、おばあちゃんと
の交流の時間も大
切にし、健やかに
成長できるよう保
育してまいりま
す。
（平井周子）

寺田 美穂

（リハビリサポートゆうらいふ）

①野球

②パン屋めぐり

京都に行きます

楽しい吉⾝⼟曜講座を
開始します
1 月に開催した吉身 1 月講座では、
アロママッサージ、エクササイズ、親
子お菓子づくり、手芸、お話しサロン
などを企画し多くの方にご参加いただ
きました。3 月からは、「また開催し
て欲しい！」と要望の高かった講座や、
「ぜひ自身の得意なことで講座をやっ
てみたい」といった地域の皆さまの声
を聞きながら、楽しい講座やイベント
企画しております。4 月の講座もお申
込み受付中です。利用者様、家族様、
地域の皆さま、職員、職員家族も楽し
く交流していければと考えておりま
す。講座を開催してみたいという地域
の皆さまもぜひお気軽にお立ち寄りく
ださい。
（吉身担当一同）

③地元が守山です。

最近は大阪へ出かけています

今までは企業の経理を６年、ネイ
リストを４年していました。
新しい業界なので、利用者さまを
含めてたくさんの方に出会えるこ
とを楽しみにしています。

③料理が得意なので、ぜひ皆さんに

手料理を食べてほしいです！得意
料理はチャーハンと親子丼です。チャーハンは卵とごはんを
混ぜて炒めるとプロの味です。よろしくお願いします。

ひがし なおと
いまむら
ちさと

日商簿記 2 級、ネイリスト

（事務局）

①東野圭吾の本を読むこと

②友達とあそぶ

・ゆうらいふでは昨年の 12 月より「ゆうらいふ」と「すいれん」に、この 2 月より吉身で「リハビリス
タジオゆうらいふ」の通いサービスを開始しました
・訪問介護では、市内で唯一のサービス提供を実施しています

春のゆうらいふ

東 直人

てらだ みほ

介護福祉士取得予定

兄と同じチームに所属してます
小学 2 年から続けています！

・「地域包括サービスの構築」のもと、在宅支援サービス・医療との連携などを評価
・リハビリなどにより、介護度が改善した事業所への評価
●総合事業の本格的な開始

保育所かりんの修了式を
執り⾏いました

新しく入った仲間です！よろしくお願いします！
ひがし なおと

桜の花を楽しめる時期になりました。今年度もよろしくお願いいたします。

①マイブームを教えてください
②休日の過ごし方は？
③就職にあたり一言どうぞ！

よしだ もえ

看護師

今村 千沙智（小規模多機能 花梨）

吉田 萌

介護職員初任者研修受講予定

（リハビリサポートすいれん）

①音楽をきくこと

①山登り

入社して落ち着いたら、趣味の山
登りを再開したいです！

（WANIMA にはまってます）

②お買い物

②子供 2 人と遊びにでかけています

③３月に高校を卒業しました。高齢

焔魔堂公園によく行きます

③前職から育休を含め３年ブランク

があるので不安ですが、また働け
ることが楽しみです。滋賀県にきて１年になりますので
まず守山市のことを知りたいです。よろしくお願いします。

者の方とお話するのが好きで、介
護の仕事に興味を持ちました。
入社したらコミュニケーションを
たくさんとれるように頑張ります。
よろしくお願いします！

いけもと ゆり

おかだ よしひさ

かとう みずほ

看護師

介護職員初任者研修受講予定

介護支援専門員・介護福祉士

池本 由里

岡田 佳久

（ゆうらいふナースステーション） （リハビリサポートゆうらいふ）

総会企画・特別講演会

どなたでもご参加いただけます

加藤 瑞穂

たなか けいこ

田中 恵子

（ゆうらいふサポート職）
( ゆうらいふ居宅介護支援事業所
リハビリサポートゆうらいふ ）

『超高齢社会の住まい方
～人を育む住まいとコミュニティ～』
講師：国土交通省 住宅局長 伊藤明子氏
サービス付き高齢者住宅を管轄する国土交通省住宅局局長の
伊藤氏を講師に招き、在宅医療・介護と地域コミュニティを
「高齢者の住環境・住まい方」という側面から考えます。

お申込みはゆうらいふ事務局まで TEL：077-585-4070
1 月のアロマハンドマッサージ

平成 30 年 6 月 10 日（日）15:00 ～ 16:00
会場：琵琶湖マリオットホテル

