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栄養⼠ ・ 調理師

永年勤続の表彰者をご紹介させていただきます。
永年勤続
だきます

しらい
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保育所すいれんで、 主に献⽴作成、 調理を担当しています。
季節の⾏事や保育内容に合わせた、 安全で、 美味しく楽しい
給⾷を⼼がけています。 完⾷できたお⽫を誇らしげに⾒せてくれ
たり、 「おいしかったよ！」 と声をかけてくれる⼦ども達の姿は、
⼤変励みになります。

西村 佳代
（ゆうらいふ居宅介護支援事業所）

奥野 登美子
（ゆうらいふ居宅介護支援事業所）

2021 年 7 月 発行

先⽇のお誕⽣⽇会で
は、 保育⼠さんから提
案していただいて 「ぐり
とぐら」 の絵本に登場
する⼤きなカステラを焼
きました♪
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辻 知鶴子

みちえ

⽩井 美知栄

（リハビリサポートゆうらいふ）

橋田 政子
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⼦ども達の前で、 ⼤き
な ボ ー ル に ⼩ ⻨ 粉、
卵、 ⽜乳を⼊れて…、
ぐるぐるかき混ぜると、
⽬を輝かせながら真
似 っ こ し て く れ ま し た。
これからも、 ⾷を通して
⼦ども達に笑顔が届け
られたらと思っています。

（リハビリサポートすいれん）
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杉若 奈津美 （事務局）
堀家 久美子 （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）
井上 せつ

バトンを渡した⼈：吉井⾹織さん（介護福祉⼠）2021 年 4 ⽉号登場
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（グループホーム）
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（小規模多機能 花梨）
（保育所かりん）
（小規模多機能 花梨）
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（小規模多機能 花梨）
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（保育所かりん）
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（小規模多機能 花梨）
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（リハビリサポートすいれん）

㔳⁋⧣ᡘ

㔳᧱⼉㨀

（保育所すいれん）
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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

ഌഝഝഁ

か

花

り

ん

梨

銀

座

ᄆ⾼ᴁ౼౧ಯಶ

デイサービス

総合事業

デイサービス

ᐚ⢟Ꮺ⼉

※一部、撮影のためにマスクを外しています。
全サービスでマスク着用にご協力お願いいたします。
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事務局

☎ 077-585-4070

保育所

守山市川田町 1541-4

一人ひとりの時間、仲間との心のふれ合いを大切に♡
今日も皆さんの笑顔溢れるゆうらいふです。
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☎ 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

守山市立田町 4135-1

☎ 077-599-0531

なんでも相談 ほっとステーション
〒524-0021 守山市守山１丁目 6-3

☎ 077-583-8100

〒524-0214

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

ᄆ⾼ᴁ౮ಭಶ

೫ഝ೧ഝഈഔ
ᤖ၁㚁ịḚန⇁ᴁ

（リハビリサポートすいれん）
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NPO
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（ゆうらいふナースステーション）

ἠᣰ⢟ᐚ⼉

ഋഋೖഝ೩౩ಬ౧ಘ

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！

●2021 年度 NPO 法人ゆうらいふ通常総会の報告
●ゆうらいふナースステーション通信
●ゆうらいふトピックス
●永年勤続表彰者の紹介
●コラム「プロフェッショナル」 など
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津田 征志
深田 知洋江

杉若 奈津美

下野 達郎

矢原 生子

渕上 操

山瀬 芳樹

本年度の通常総会は、昨年から続く新型コロナ感染症の拡大防止のため、オンライン総会での可決を
承りました。NPO 会員様 161 名の承認を得て、すべての議題が可決されました。オンラインでの総
会は初の試みでしたが、今後の働き方改革や ICT 化へとつながります。
今年度より私たち法人内理事が経営の中心を担います。新たに「Life Worth Living（生きるに値
する人生）の追求」を掲げ、広い視野で選ばれるゆうらいふを目指します。学びを深めて、チャレン
ジの精神で取り組んでまいります。ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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ゆうらいふナースステーションでは、「セラピス
ト」と呼ばれる理学療法士・作業療法士が、
利用者様がその人らしい生活を送るために
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訪問セラピストは、ኴ⢙⽐ႚಢᱨಯ
ಂほಊഋഋ೧ഝഈഔವ㑳౧ಡ
౼ద家 に あ る 様 々 な“モ ノ”や“環 境”
を駆使し、自主トレーニングができるよう
メニューを考え、生活の中にリハビリテー
ションを組み込めるよう工夫をします。

ഊ೩ೠ

ᨌ⍥ⓦ㝪ᩮ㖶პವ㻄ತಮಂತథ⪊ᄏಧᘋ᙮␠ጰಛᏣ⢨౺ಉほ᧿⪊㮸ಎግತಡ౼ ␏⢟䈳
౩ಬ౧ಘሥ႞౯ᆯ౯౧ಮ⾖ᚡಛథ,&7 ␠⢙ಊ⇁ጴጙ➙፥ವᷬ㣱౺ಡ౼䈫䈲⁅ㄮ䈳
ሥ⾖ᒨ౯␠㟯ಊಮಫ౩⪊ᄏ႞ኽವỸ౫ಡ౼దᩝ␠ጰಎጃವሢಯᘋ᙮ಊ㤩ಓಯಮ⏠ဵವ⧟ᶃ౺ಡ౼ ࿃㨂䈳
రႚಢᱨಯಂᘋ᙮ಊ‒ ᾌಡಊܹఱᢗ㞖ವథኴ⢙⽐ജᢩἷജᎄᨡಧᜲ⾖⯃ಋ㣧Ḿ౺㣱ತಡ౼䈲⒌⢟䈳
రಋಲಬ౧⧥㘋ịḚఱథဵ⢐‒ⷒ⌮㱞ಡಊほኟಊ⎡ತಮಋ౯ಊಮಫ౩ịḚ౺ಡ౼ ⩮Ꮙ䈳
㤩ಓಯಮ㖗ᓦ⧲㚁ജ၁㚁೧ഝഈഔವ⧟ᶃ౺థᢃᭈ౺ಉᘄ⢐␠౯⸎⸏ಊಮಫ౩
తతతతతతతతతతతతతతతతతతతతతతతతత㢢㣣ᣠ᭚ಎᏳಭⷔಶಊᏣಭಡ౼ద ⒡࿂䈳
లኴ⢙⽐ജ⾖ᒨ౯ほᮎಮⷔ⺕థೢഄഔಊಮ㶦ᗻళವዩಆಉ౧ಮಫ౩Ᏻಭⷔಢಡ౼ ᤶ◠䈳

 ᩏᩮ㕾⢨
ઑతᢂᤶᨌᘋ᙮ᢶ⨓ᙁೖഝ䉆ⱬ  㕾⢨䉈ಎ႘⻳၊ಬಯಂἩ㖚
తతἠ㔾㯋㖚ಎᐢథ㘆ജ⪊⯵ವ㣱ತಡ౼ద
త
తἠᙁഎ೫᰼₨㰞⋳☤ಎᢗἩ౺ಂ⸶ᮌ㤮㲝႞ኽ㕨㰿ಎᐢథኴ
తత⢙⽐∈ᢃᭈജᢃሥವⱬྐྵಎ⡏ᛌỸᆌವ㣱ತಡ౼ద
త
ઓత⾖ᒨ⪊ᄏሊᢗವᗝಭಡ౼ద䈲⩱㙮ᐢ࿂థἠሢ⾖ᒨ౯ᢃᭈ౺ಉᆯ
తతಮ႞ኽథ㯒ⲻ⟨⾖⾼᳝థ⏠ဵሻ⟨နⷚᔡጃ፥䈳
త
ઔతܢ㷁ಒᑨ ܣ౭౧౺౧䈫㷁နḄკವᢗ㞖౺ಡ౼ద
త
કతほⰫịḚജ㨁ᩮ፥㰞⋳ವ⧟⦕ಎ㷞ಎ㯜౼ಮ೮ംഔ೩ጃವ፥
తత౺థጆⲱವⲱᢓ౺ಡ౼ద
త
ખతᄆ㚁⽐ᆯಧ౼౸ജᘋ᙮ᡘ⾼ಉịḚ␠ጰಛᏣ⢨౺ಡ౼ద

ᢩἷಋ౧ಇಊಥೋഔഊഔ㳬ၻ

ᘄ⢐␠ಎ౭ಮ࿅ᢃಧᗚಭ౷ಋథႠ
ವಊಮಫ౩ಎಭಂ౧౮ಋ౧ಆಂᨑ․
ವథྺᣐಎ⾓ಫ౩ᭈ౯ಉ౧ಡ౼ద慣
れ親しんだご自宅で関われることで、利
用者様の生きがいや生き様に触れる事が
でき、一人一人の興味や心身機能、生活
環境に合わせたアプローチが出来ること
が訪問リハビリの利点です。

『楽にできるようになった』
『介助がしや
すくなった』と、ኴ⢙⽐∈ಧ౷ᢩἷⱛ
㶐౯㔼ಬಯಂᾌಎ၇န⇐౺౸థಧಭ౯౧ವ᰼౻ಉ౧ಡ౼దまた、
心身の回復にアプローチするだけでなく、終末期リハビリとしての
関わりもしています。回復が見込めなくてもその方が最期まで穏や
かに過ごせるよう環境を整えたり、福祉用具を提案したり、様々な
視点から提案助言を行います。
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2020 年度の利用者延べ数は、対前年 135 名増の 68,697 名でした。昨年 5
月の緊急事態宣言で通所系が減収となりましたが、訪問サービスの需要が増加
し、全体では対前年 102.3％の増収となりました。
⾖ᚡ㔼ᡩ䈰౭၇နഀ೫ഝವᢗἩ

ケアマネジャー、 看護師、 ヘルパー、 デイ
サービス職員と連携を図り、 在宅生活
を安心して継続できるよう支援します。
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『艶やかな美人』と呼ばれる色鮮やかな大輪のクジャ
クサボテンが開花しました。わずか一日で枯れてし
まうことから、
『儚い美』や『儚い恋』の花言葉を持
つそうです。
一日限りだからこそ、美
しく咲き誇る姿を、利用
者様、子ども達、職員皆
で鑑賞し楽しみました。
このクジャクサボテンは
ご利用者様から分けてい
ただきました♡

