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研修の取組み

レポート Report

日介ケアセンター六町　“オレンジ・カフェ”

“オレンジ・カフェ”は、『支える人も、

支えられる人も、ともに悩みを語れる場

所』として、昨年7月からスタートしま

した。認知症の方やご家族の交流などで

楽しめる場所、介護の思いをわかりあえ

る人と出会うための場所として、月に一

度、毎月1日に開催しています。

認知症の方や認知症の方を支えるご家族の憩いの場所として、皆さまが住

み慣れた地域でずっと暮らして行けるよう応援することを目標としています。

6月 1日、オレンジ・カフェは10時 30分から 10

数名の方々が集まり、コーヒーなどをいただきなが

らなごやかな雰囲気でスタートしました。参加者は、

普段から施設を利用されている方や脳の健康教室の

サポーターさん、マッサージの先生、そしてご近所

の方々などです。

自己紹介から始まり、認知症に関連したミニ講座、

認知症予防に良いとされる食品の話や、各自が取り

組んでいる簡単にできる頭のトレーニングの情報交

換をしました。続いて認知症予防のための連想ゲ

ームと予防体操をし、最後にケアセンターの学習プ

ログラムでも使われている計算教材「すうじ盤」の体

験もしてもらい、大盛況のうちに会は終了しました。

事前に予約すれば、終了後にはランチをいただく

こともできます。

◆オレンジ・カフェは、どなたでも参加無料です。スタンプカードがあり、参加ごとにス

タンプ1個がもらえ、12個たまると“ランチ無料”のサービスもあります。

＊参加ご希望の方は下記までご連絡ください。

日介ケアセンター六町
足立区南花畑3-33-1
TEL：03-5831-6963
FAX：03-5831-6965

日介ケアセンター六町
“オレンジ・カフェ”

社内研修の実施について

日介センター高円寺
移転のお知らせ
編集後記

日介センター足立東

日介ケアセンター島根

株式会社 日本介護センター
平成28年  夏号　　　　　

上：「すうじ盤」体験中
中：スタンプカードを配布
下：ランチも好評です



研 修 の 取 組 み

当社では、支店・施設社員を対象にサービス技術

の向上、専門性知識の習得を目的に社内研修を実施

しております。

年間を通して様々な研修（右表参照）を行い、研

修終了後は、支店・施設にて参加できなかった社員

へ伝達研修が行われます。また、この研修内容はヘ

ルパー研修にも活用され、個々のスキルアップを目

指しております。

今年度も、4月に「法令遵守・職業倫理及び個人

情報保護について」、5月に「接遇マナー・コミュニ

ケーション」の研修を実施しました。研修時は、他

支店・施設のさまざまな職種の社員が集まり、それ

ぞれの視点からの意見が活発に出て情報交換の場に

もなっております。また、社外の研修にも積極的に

参加し、情報収集や個々のレベルアップを図ってお

ります。

今後もご利用者へのサービス向上、選ばれる事業

所を目指し、さまざまな研修を実施していきます。

昨年度社内研修実績

4 月 法令遵守・職業倫理

5月 接遇・マナー・守秘義務・個人情報保護

6月
医療との連携～在宅で行う特別な医療行為
についてのポイント～

7月
医療との連携～ボディメカニクスを用いた
介助方法と転倒予防について～

9月 新任社員研修

10月 入浴・清拭・更衣介助

11月 認知症の理解・対応について

2月
高齢者虐待防止・権利侵害防止について

3月

社内研修を実施しています！

平成28年 5月 25日「接遇マナー・コミュニケーション」の研修が行われました。接遇マナー

に関する社員やスタッフへのご意見ご要望は、顧客満足アンケートでも多くいただいております。

研修は、正しい言葉遣いやお辞儀の仕方、ロールプレイを含めた実践的な内容でした。マナーとい

うと形にとらわれがちですが、相手の立場に立ち、相手を思いやるこころが形に表れるということ

を理解し、改めて基本に立ち返り学びました。

◆研修レポート◆　

5月…「接遇マナー・コミュニケーション」

［出席者の感想］

●お客様のお宅に訪問させていただく仕事なの

で、失礼のない対応を心がけていきたい。

●私たち１人１人の行動や言動が、会社のイ

メージに直結しているということを改めて認識

しました。



今回はヘルパー研修会の模様をご紹介いたします。

研修会は月に一度実施しており、今回はこれからの季

節に特に注意が必要な「食中毒と感染症について」でした。

講師はサービス提供責任者の崑野真弓です。

いつもは、講師が研修内容を伝達することが多かった

のですが、今回はテスト形式！「テストなんてずいぶん

と久しぶりで、出来るかしら」と不安な様子でした。

はじめのうちは、「わからないわ」「もっと勉強してく

ればよかったわ」……など苦戦の声がチラホラと聞かれ

ましたが、みんなで協力して解答しました。

ヘルパーによると、「何度かこの研修を受けたことがあ

るけれど、今回は自分で考えるから改めて勉強になった」

「基礎からもう一度学ぶことができた」と、実りのある研

修会となりました。

そして、学んだことを取り入れ、ご利用者の皆様が日々

快適に過ごせるようなお手伝いが出来るように、今後も

努めていきたいと思います。

日介センター足立東
ヘルパー研修会
「食中毒と感染症について」

レポート Report

〝外出レクリエーション〟が好評です！

日介ケアセンター島根

毎月、楽しい外出レクリエー

ションを開催しており、3月の桜

から始まり、菖蒲・バラ、秋には

紅葉と、季節に合わせて近隣の公

園へ出掛けて、外の空気を吸いな

がら自然を楽しんでいます。

室内のレクでは、2月の豆まき、

8月には納涼祭、9月の敬老会、

12月のクリスマス会も開催しま

した。

最近では「花より団子？」、外

食レクが好評で、和食・洋食・中

華・回転すし・ケーキとバラエティ

豊かに毎月楽しんでいます。お店

の選定には、車いすでもスムーズ

に入店できること、座席やトイレ

がゆったり・きれいであることな

どを考慮しています。

1日の過ごし方もメリハリのあ

るように進めています。

計算問題、漢字の読み書き、ク

ロスワード・ナンプレ等の脳トレ

問題、体操、個別での運動、マシ

ンを使ったマッサージ等。頭と身

体の体操を行った後は、ぬり絵、

絵手紙、習字、写経など、ゆった

りまったりと楽しい一日を過ご

していただいています。

今後も一日中、一年中、笑いの

絶えない「笑顔のデイサービス」

になるよう頑張ってまいります。

施設・事業所のご
紹介



【あい～と】の紹介

日介センター
代々木　TEL  03-5333-1390   渋谷区代々木1-16-6  代々木コパン3階
蒲　田　TEL  03-5732-0085   大田区多摩川1-1-10 ライオンズマンション森田多摩川201号
足　立　TEL  03-5839-8355   足立区西新井1-38-18 コーラルコート1階
足立東　TEL  03-5851-3520   足立区竹の塚5-1-14
足立西　TEL  03-5845-3700   足立区西綾瀬2-7-9 西綾瀬プラザ101
杉　並　TEL  03-5301-8651   杉並区大宮1-3-12 ギャレリア杉並203号室
吉祥寺　TEL  0422-70-6905   武蔵野市吉祥寺南町2-29-10 三成参番館4階
目　黒　TEL  03-5794-6080   目黒区祐天寺2-16-1 倉方ビル103
豊　島　TEL  03-5917-4009   豊島区長崎1-28-23 Muse西池袋201
高円寺　TEL  03-5335-7801   杉並区成田東5-39-12 グローリーハイツ南阿佐ヶ谷A101
島　根　TEL  03-5851-1511   足立区島根2-30-23 エーデルブルーメ島根1階
永　福　TEL  03-6379-1919   杉並区永福4-2-10 CASAFIORITA101
竹の塚　TEL  03-5851-3710   足立区竹の塚4-9-5 エーデルブルーメカワチ107号

日介ケアセンター
花　畑　TEL  03-5851-3373   足立区花畑6-16-1
本　木　TEL  03-5845-5700   足立区本木1-20-5
西新井　TEL  03-5888-6341   足立区梅島3-31-8 トラウムハイム1階
六　町　TEL  03-5831-6963   足立区南花畑3-33-1
島　根　TEL  03-5831-3511   足立区島根2-30-23 エーデルブルーメ島根2階
成田東　TEL  03-6383-6050   杉並区成田東5-34-16 サンヒルズ石田1階

　今年度も社内研修を実施しています。

ご利用者の立場に立って考え、すこやか

な日々を過ごして頂くにはどうすればよ

いか、……学びは尽きません。

次号は 2016 年 10月 20日発行です。
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この春、高円寺支店は元の店舗より青梅街道沿い
1,300 メートル西側の南阿佐ヶ谷駅より徒歩 1分、杉
並区役所、杉並郵便局、杉並警察署が建ち並ぶまさに
区の中心地に移転し、5月には真新しい店舗で開設 4
周年記念を迎えることができました。支店から 350 メ
ートル西に進めば、日介ケアセンター成田東、さらに
同区内に、杉並支店、永福支店、隣接する武蔵野市に
は吉祥寺支店……と日本介護センターの拠点のひとつ
ともいえるネットワークを形成しています。近隣店舗
同士、地域会議で情報を共有、互いを助け、成長し合
える関係づくりがすでに始まっています。
また、杉並区は、商店街、お寺や教会、緑豊かな公園、
閑静な住宅街……など多彩な魅力に満ちています。殊
に、町内会や商店街をベースにした住民同士のつなが
りは、この地域に特有の暮らしやすさをもたらしてい
ると言えるでしょう。高円寺支店は、そんな杉並区の

「人的資源」を物語る地域の草の根運動について、ケア
ラーズカフェ新高円寺「アラジン」さんを取材しました。

＊
私たち高円寺支店も、杉並地域の介護の担い手とし
て、これまで以上に大きな信頼を得られるよう頑張っ
てまいります。杉並区の皆さま、これからもどうぞよ
ろしくお願いいたします。

日介センター高円寺

移転のお知らせ ～新高円寺から南阿佐ヶ谷へ

ケアラーズカフェ新高円寺「アラジン」を訪ねて
　～杉並区梅里 2丁目

4年前に杉並にケアラーズカフェ「アラジン」を立ち上げ、地域のケアラー※

に貴重な居場所を提供し続けていらっしゃる森川恵子さんを訪ねました。
「ケアラーを支えることは、要介護者を支えること。地域の横の関係を丁寧
につなぐことで、ケアラーが追い詰められることのない社会を目指したい。」と
話してくれた森川さんの笑顔に、大きなパワーをいただきました。
※ケアラーとは要介護者を支えている「介護者」のこと


