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バトンを渡した⼈：岡⽥佳久さん（介護職員） 2020 年 1 ⽉号登場

内容は予定です。お問い合わせは、ゆうらいふ事務局まで。

研修会報告
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湖北タウンホーム・湖南ホームタウンさん

講師：滋賀県 金岡良浩氏

3/12、18、25 に長浜市、守山市にある２つの施設へ伺い、
ゆうらいふの取り組みを発表させていただきました。
「介
護の価値向上につなげる取り組み」のテーマで、職員間の
情報共有、業務整理などの取り組みについて報告しました。
特に、情報共有は、緊急度の高さなどで情報を分類し、複
数の伝達方法を活用する
ことでスムーズに行える
ようになり、効果が現れ
ています。今後も、介護
の価値向上に向けた取り
組みを行ってまいります。
リハビリサポートすいれん
土田知美

インフルエンザ流行時期を控え、呼吸器系感染症の予防と
対策について、基礎的なことから、各事業所で必要な具体
的な対策について学びました。グループワークでは、日々
の手洗いや環境整備など、職員・利用者ともに習慣づけが
大切だという意見があがりました。講師は、台風被害の大
きかった宮城県伊具郡丸森町で健康調査や感染予防などの
支援活動に参加され、現地の様子などについてもお話しく
ださいました。

ハラスメント対応と虐待防止を考える

2/27

ヘルパーステーションゆうらいふ 下野達郎
新聞に掲載されていた事例について、グループで
話し合いました。
「トイレ掃除は素手でして欲し
い」というご家族の要望にどのように答えたらい
いのか、など。価値観の違いで、時に相手に不快
な想いをさせるということを理解し、丁寧な説明
などを心がけることを確認しました。

編集後記
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の
著者、英国在住ライターのブレイディみかこさんが
最近話題ですね。私も読みましたが、同じ思春期の子を育
てる母としてとても心に響きました。多様性という言葉は
響きがいいですが、人種差別、ジェンダー、貧困の差は子
どもの社会にも「ややこしさ」をもたらします。多様性を
否定するのではなく、現実を受け止め考え悩み成長してい
く「ぼく」の言葉に学ぶことが多いと感じました。

昨年 9 月、利用者様と家族様を対象に、満足度調査を実
施しました。ご協力いただき、ありがとうございます（全
体の半数を無作為抽出して実施）
。満足いただいているとの声
は職員の励みとし、また、ご指摘いただいた点は順に改善
に向けた取り組みを開始しております。調査結果は、今後
より良いサービス提供に役立ててまいります。

ゆうらいふ

特定非営利活動法人ゆうらいふ
事務局

TEL : 077-585-4070

居宅支援事業所
〒524-0214

すいれん
か

花

り

ん

梨

総合事業

デイサービス

事務局

☎ 077-585-4070

保育所

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
〒524-0214

【Web】http://www.youlife.ne.jp
【メール】info@youlife.ne.jp

デイサービス

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

ば

ヘルパー資格取得し介護に⼊ってから、 もう、 15 年以上になり
ます。 いつも初⼼を忘れないようにして、花梨の⼩規模・グループホー
ムの皆さまとお喋りを楽しみながらお仕事しています。 また、 新しい
⾵になるように、 ⾷事 ・ 介護 ・ ケアにも⼯夫をしながら、 満⾜し
て頂くように⼼がけています。 「ありがとう。 美味しかったわ。 良かっ
たわ」 とやさしい声をかけていた
だく時は本当に嬉しいですね。
介護に必要なクッションや⼩
物などを⼿作りし、 安楽ケア
にも⼀役活⽤していただいてい
ます。
ᴊႧಭ౺ಂഈഔ

『滋賀県産業振興ビジョン』改定など、
地域経済活性化の取り組みに従事され、
県の産業構造、経済動向、工業、商業、
サービス業、観光、労働など、幅広い視点
で経済実態に関する知識や情報をお持ちの森中氏を招き、
私たちが今後、地域の中で果たす役割や持続可能な事業運
営についてヒントを得る機会としたいと考えています。

NPO

介護福祉⼠

尾場 礼⼦

⸻ጴ⧫Ⅽ㻄ᐍ⍣

感染症の予防と対策

8QN

守山市立田町 4135-1

居宅支援事業所
銀 座
（2 月開所） 〒524-0021 守山市守山１丁目

6-3

☎ 077-599-0531

☎ 077-583-8100
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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！

●新しい年度を迎えて

理事長あいさつ

●ゆうらいふトピックス
●人事のご紹介
●お知らせ
●コラムコーナー「プロフェッショナル」 など
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昨年は「ゆうらいふ」の創立 20 周年の年でした。

変更

1999 年に法人を設立し、介護保険の誕生、拡充とともに歩んで参りました。初年度の利用

変更

者さんの延べ人数は 58 人でした。その数が 2019 年度は 68,243 人（見込）にまで増加し

昇格

ました。守山市の在宅サービスの事業額でいうと、約 14％ ※1 を占めております。

異動

※1「守山いきいきプラン 2018」在宅サービス給付費見込に対するゆうらいふ在宅サービス介護給付収入で算出

これもひとえに、利用者さんと
その家族の皆さんや地域のご協
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津田
岡田
遠塚
山口

征志
祐里佳
ルミ子
ゆりこ
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リハビリサポートゆうらいふ 管理者 兼 総合事業管理者
リハビリサポートゆうらいふ 主任
リハビリサポートゆうらいふ 生活相談員
リハビリサポートゆうらいふ 介護職員
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（保育所かりん）

新入 小岩 稔宏

リハビリサポートゆうらいふ 介護職員

新入 権東 佑里子

リハビリサポートゆうらいふ 介護職員

新入 谷田 麗子

リハビリサポートゆうらいふ 介護職員
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グループホームすいれん 正社員
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リハビリサポートすいれん 介護職員
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力、骨身を惜しまずお手伝いを
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して下さるボランティアの方々、
更には行政の支援の賜物であり、

異動

梅影 悟

グループホームすいれん 介護職員
（リハビリサポートゆうらいふ）

20 年の節目を迎えられたこと

明光
新入 堂本
新入 吉井
異動 堀江
昇格

に深く感謝を申し上げます。
本年度は、利用者数、収益、収支ともに 2019 年度を上回る成果を目指して参ります。
ところで、新型コロナウィルス肺炎の収束の兆しが一向に見えておりません。

ひとみ
さくら
香織
真佐美

リハビリサポートすいれん 介護職員

保育所すいれん 保育士
（保育所かりん）

それどころか、まだまだ感染が広がるのではという危惧が大いにあります。

新入 野見山 珠美

このような、不安定な社会状況を鑑み、不測の事態に備えて本年度事業として計画しておりました、

新入 茶谷 加奈子

①ケアマネジャー部門と訪問部門の事業所統合

保育所すいれん 保育士
保育所すいれん 調理
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②保育所かりんの定員増
異動

を当分の間、見合わせて参ります。

豊田 高士

小規模多機能花梨 介護職員
（グループホームすいれん）

まずは、法人を挙げて感染防止に努め、利用者さまの健康保持に邁進して参ります。

新入 長谷川 千鶴

利用者さまとご家族さま、また関係者の皆さまも、日々手洗い・検温・消毒に努めて頂き、ご家庭・

異動

地域でも感染防止に努めて頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

國友 沙弥加

小規模多機能花梨 介護職員
保育所かりん 保育士
（保育所すいれん）
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昨年４月の開所から１年が経ち、修了式を迎えること
ができました。開所式の挨拶で「笑い声の絶えない保
育所に」と述べたとおり、個性豊かにのびのび過ごす
子どもたちの笑顔に癒され、すいれん利用者・職員と
もに明るい声が響き渡る一年となりました。記念すべ
き第１回目の修了式は、庭の花をブーケにして贈りまし
た。修了記念品を「お母さんありがとう」と渡す姿は、
微笑ましさと成長を感じ、
感動しました。
この日を迎えられたのも、
日頃よりご理解ご協力を
頂いている保護者、関係
者、なにより毎日笑顔で
登園してきてくれた子ど
も達のおかげと、感謝の
気 持 ち で い っ ぱ い で す。
一年間ありがとうござい
ました。
ᄆ⾼ᴁ౼౧ಯಶ（平井 周子）
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2019 年度は７名の 2 歳児のお子様を地域の保
育園に送り出すことになりました。
いつもと違った雰囲気の中始まった修了式、子ど
も達も保育者も少し緊張していましたが、名前を
呼ばれると大きな声で返事をしたり、家族が見守
る中、前に出て楽しそうに歌ったりと、成長した
姿を見せてくれ、とても感動的な修了式でした。
最後に一年間の思い出スライドショーを上映し、
子ども達の成長を喜び合いました。一年間子ども
達の成長と関われたこと嬉しく思い感謝していま
ᄆ⾼ᴁ౮ಭಶ（渡部 幸恵）
す。

新入 津田 千寿恵
新入 川原 良子

保育所かりん 保育士
保育所かりん 調理
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最近花梨では、切り干し大根、いちご大福、ぼたもち、
いもおろしなどを作っています。ご近所から頂いた食材
を使い、皆さんに作り方を教わりながら、利用者さんと
一緒になって懐かしい味を再現。また、暦にちなんだ季
節のおやつを手作りしています。利用者さんの、作って
いる時のシャンとした佇まい、出来上がったときの笑顔、
「美味しい」の一言。作って食べる楽しみ、地域や家族
との交流や自分でできるという喜びも味わえ、あらため
て“ 食 ”の持つ力に驚いています。
（若山 晃）

季節ごとに皆さまの作品を展示するゆうらいふ銀座
のスタイリッシュ ・ エイジング〜かっこよく年を重ねる〜ギャラ
リーが人気です。監修は、デイの利用者様にお任せし
ています。いつも季節感に溢れ、キラリと利用者様
のセンスの光る作品が並んでいます。コーヒーもご
用意しますので、ぜひ気軽にお立ちよりください。

