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居宅支援事業所
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専門職によるコラムコーナー

バトンを渡した⼈：吉村公美⼦さん（介護福祉⼠）

（2月開所）

 リハビリサポートゆうらいふ新⼈ 2年の岡⽥です。 ⼤津市役所を
定年退職して⼀昨年 4 ⽉から、 介護職として働いています。 市
役所では⽔道、 都市計画、 ⼟⽊公園等の技術職員として、 イ
ンフラ整備や災害復旧などの仕事に最前線で携わってきました。
 当時の私のモットーは 「部下を⼤切にすること」 で、 時に叱り時
に励まし⾟抱強く⾒守り信頼してきました。 だからそのような部下は
やがて応えてくれる様になりました。 私⾃⾝部下を⼤切に出来ない
上司が嫌で、 定年を機に縁を切ることにしました。
 そして今度は 70 歳まで現役で働くことを⽬標に、 全く経験のな
い介護の現場に⾜を踏み込むことにしました。 このゆうらいふで、
何と 60 歳を超えてからのスタートです。
 業務においては、 利⽤者さんとの関わり
を⼤切にして、 先ずは介護福祉⼠を⽬指
して奮闘しております。 なお、 趣味は畑
仕事と海釣り、 観⾳札所巡であります。
 

2019年 10⽉号登場

特別研修会報告

保育所の利用申し込み開始しています！

インドと日本の
社会保障の現状と今後の展望

お か だ  よしひさ
介護職

岡⽥ 佳久

Vol.6

　リハビリサポートゆうらいふが 2020 年に目指す姿をスローガンにしました。

　利用者様、家族様、地域のボランティアの皆様、職員一人ひとりの

　「特技」や「やりがい」を大切にし、活きた場を共に考えて参ります。

—リハビリサポートゆうらいふ職員一同

研修会報告研修会報告研修会報告
食中毒感染予防と対策　7/5

食中毒の感染予防 3 原則など、基礎的な知識について講

義を受けた後、ゆうらいふ・すいれん・花梨の各拠点の現

場写真を確認しながら、衛生的な視点に立ち、工夫できる

点などについてグループで話し合いを行いました。職員か

ら活発な意見が出され、翌日から実践する部門もあり、有

意義な研修になりました。

保育所かりん、保育所すいれんの

来年度利用申し込み受付を開始し

ています。見学やお問い合わせも

受け付けていますので、お気軽に

連絡ください。

業務やモノの整理とコミュニケーションが
事故発生予防や緊急時の対応に生きる　8/22

「『私、聞いていません』じゃ、済まされない！

事故防止に努める情報共有！」のタイトルで

デイサービスの取り組みについて報告があり、

各部門で、どのような情報共有方法が事故防

止につながるか、改善策を話し合いました。

認知症の方へのケア　10/31

講師：滋賀県　金岡良浩氏

　　　 厚生労働省　社会・援護局
障害福祉部企画課　 政策調整委員　綾 賢治 氏

災害対応マニュアルと対応の見直し　9/26　

ゆうらいふの災害対応マニュアルを改良点を含め、再確認

を行ったあと、水害を想定したシミュレーションを行い各

事業所で対応について話し合いを行いました。研修にあた

り、各所長は、『止まった刻　検証・大川小事故』を読み、

災害が人災にならない為にはどのような準備と行動が必要

なのかについて考えました。対策はまだ不十分であるとの

反省に立ち、今年度内に再度、研修を実施します。

昨年 8 月まで在インド日本大使に着任されていた綾氏の

話を聞く機会を得て、職員有志が研修を実施しました。

インドは今もカースト制度が根深く、所得格差が社会問題

になっています。今後の政治的安定、経済的発展において、

社会保障制度の確立が重要な課題の一つとのことでした。

また、日本にとっては、健康・医療産業分野でインド市場

が大きな魅力であることや、豊富な人材を活用できるよう

両国にとって Win-Win の関係を築いていくことの可能性

についてもお話しいただきました。

労働人口が減る中、効率化は最大のテーマですね。

全てのコンビニが 24 時間営業である必要があるの

か？発想の転換が必要だなと感じます。

いろいろと考えを巡らすうち、その時々、目の前にいる人

ときちんと向き合い気持ちを通わすことも、効率化につな

がるのでは？、という本日の結論にたどり着きました。

今年もよろしくお願いします。

ゆうらいふ部長  津田征志 /すいれん部長  山瀬芳樹

グループホームすいれん　東雄太

リハビリサポートすいれん　土田知美

保育所かりん  077-599-0539（渡部）
保育所すいれん 077-584-4609（平井）

認知症のある方のエンパワメントを引き出し、役

割をもっていきいきと過ごして頂いている例を紹

介、そこに至るまでの経緯や取り組みについて報

告がありました。「よかれと思って」していることが、

尊厳を傷つけているケースについて検討しました。



理事長　山田 亘宏年頭のごあいさつ お気軽にご相談ください

たくさんのご来場ありがとうございました！

新年、明けましておめでとうございます。令和になって、始めてのお正月です。

利用者の皆様とご家族にとりまして身も心も健やかな、機嫌の良い１年になりますよう祈念

申し上げます。

  近年、少子高齢化が進み、当然介護保険費用も増えて参りました。これを抑制するための施

策が採り続けられています。結果、介護高齢者はサービスを利用しにくくなり、場合によっ

ては認知症家族の首を絞め、自らも死ぬという痛ましい事件まで起こっています。

  ゆうらいふではあらゆる相談を、介護以外の分野の相談も

随時、お受け致しております。どうか、悩みごとはお一人

で抱え込まず、気軽にご相談下さい。

できるだけ、自宅で自分の望む生活を続けられるように、

また経済的にも心配しないで済む方策をご一緒に考えて参

ります。

  この１年もゆうらいふをよろしくお願い申し上げ、新年の

ご挨拶と致します。

皆様方の長年培ってきたセンスと個性が、自己表現と

して作品の数々に活かされています。そこで、「素敵

に飾りたい！」と各部門の職員が集まり、アイデアを

出し合い、銀座の事務所にギャラリースペースが誕生

12 月 8 日（日）、花梨で、小規模多機能サー

ビスとグループホームが合同で家族会を開催し

ました。職員も合わせて 67 名が参加し、アツ

アツおでんを

つつき、楽し

い時間を過ご

しました。看

取りをされた

ご家族も参加

くださり、

お一人おひとりにひと言をいただきました。

（花梨　早川眞利）

昨年 11 月にヨーロッパを訪ねてきました。ベルギー、ルク

センブルグ、オランダです。

旅行するのが大好きで、ゆうらいふに就職してから訪れた国

は、ヨーロッパを中心に７カ国

になります。

石畳と歴史的な建造物のあふれ

る街並みは素敵で、今回訪ねた

ルクセンブルグも世界遺産に登

録されています。アントワープ

の聖母大聖堂（ベルギー）では、

ルーベンスの祭壇画を鑑賞しま

した。

海外では、さまざまな人種が入

り交じり生活する様子を目の当

たりにするなど、視野を広げる

機会になっていると感じます。

大好きな旅行へ行けるのは、同

僚職員の協力あってのことだと

感謝しています。

新たに保育所を増設したことで、憩いのスペースが広がり、賑わいを増した「す

いれん」を会場に、11 月 3 日（日）、秋祭りを開催しました。ゆうらいふ、花梨

の職員も合同に、利用者様にも協力いただきながら準備をすすめ、当日は多くの

来場者をお迎えすることができました。ご参加くださいました皆さま、ありがと

うございました。

また、文化祭展示のコーディネート、ステージ企画への出演、お茶会開催やフリー

マーケット出店、駐車場提供など、地域の多くの皆さまにご協力を賜りましたこと、

心より感謝申し上げます。一つ一つの出会いと繋がりを大切にし、地域に貢献し

てまいります。

介護や育児など、お困りの事がありましたら気軽にすいれんへ連絡ください。

しました。銀座通りを通る園児や

保護者、小学生も、「これ何～？」

と、楽しみにのぞいてくれます。

利用者様から、「たくさん作った

から誰かに使って欲しいな」と預

かった小物はプレゼントしていま

す。人と人の出会いやつながりに

わくわくします。　

テーマは 「かっこよく年を重ねる―スタイリッシュ・エイジング―」

花梨家族会「おでん会」開催

12 月 20 日（金）、保育所かりんの子ども達が

クリスマスを楽しみました。花梨の利用者様扮

するサンタクロース

にプレゼントを

貰うと、子ども

達は大喜び！

保育所へのプレ

ゼントには、ま

まごと用のエプ

ロンと料理ミト

ンを縫ってくだ

さいました。

ケーキはすいれん

の手づくり♥

素敵な一日にな

りました。　　　　　　　　　　　（渡部幸恵）

保育所かりんのクリスマス♥

利用者の方々のいきいきとした作品を
　　　　　　　　　　　　　「ゆうらいふ銀座」に展示しています！

展示の希望やアイデアは、各部門の担当者へお声がけください

●リハサポゆうらいふ：岡田祐里佳、西村智代子
●リハサポすいれん：土田知美、増山裕喜子
●小規模多機能 花梨：松村真佐美、杉田多英子
●保育所すいれん：國友沙弥加
●訪問看護・介護：四本直子、奥村めぐみ

専務・地域交流部長
山田 登喜子

すいれん事業部長
山瀬 芳樹

私の旅と出会い

●ベルギー●ベルギー
●ルクセンブルグ●ルクセンブルグ
●オランダ●オランダ

●ベルギー
●ルクセンブルグ
●オランダ

ゆうらいふヘルパーステーション
所長  下野  達郎

ベルギーワッフル▲
聖母大聖堂▼

★新コーナー：職員の旅日記を不定期掲載します
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