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訪問介護レポート

施設・事業所のご紹介

昨年9月に日本介護センター初の訪問看護ステーションとしてスタートし、

看護師が笑顔と愛を込めて、ご利用者の立場を尊重した看護サービスをさせ

ていただき1年が経ちました。ようやく地域の皆さんに知っていただき始め

ました。杉並地区はエリアが広いので、今後も引き続き地域の連絡会や勉強

会などに積極的に出かけて行きたいと思っています。

＊

日介センター永福では、これまで培ってきた日本介護センターの介護事業

の実績と経験を最大限に活かした訪問看護サービスを提供しております。十

分な経験・知識・技能を持つ専門スタッフが心の通った訪問をしています。

24時間対応、緊急時訪問の実施もしています。在宅医療について不安や不明

な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。いつでも相談を受

け付けております。いつまでも住み慣れた地域の中で安心して暮せるように

ご支援していきます。

1周年にあたり、今回は訪問看護の現

場をご紹介させていただきます。

スタッフが事務所から電動自転車で

ご自宅まで訪問いたします。台風が近づ

いていたのでレインコートも持参しまし

た。今回のご利用者はご夫妻で、88歳

の現役ジャズサックスプレイヤーの旦那

さまとその奥さまです。早速、ご利用者の脈と血圧など、バイタルをチェックします。

そして健康状態を観察し、それぞれの症状に対して的確にアドバイスをしていきます。

ご利用者も不安に思っていることなどを相談できて安心した表情になられます。奥さ

まが装着している医療機器

の管理も行い、最後はそれ

ぞれ順番にお二人の入浴ケ

アをして終了となりました。

日介センター永福
訪問看護ステーション1周年

日介センター代々木
日介センター蒲田

永年勤続表彰式/
社長賞表彰式
アンケートご協力のお願い
編集後記

日介ケアセンター花畑

日介センター島根

株式会社 日本介護センター
平成28年  秋号　　　　　

日介センター永福 訪問看護ステーション1周年

日介センター永福訪問看護ステーション
東京都杉並区永福 4-2-10
　CASA FIORITA 101
TEL：03-6379-1919
FAX：03-6379-1115

2016  AUTUMN  



交通の便が良く緑や公園が多い地域にお住まいの古屋

様は、週1回の通院介助のサービスを利用されています。

股関節の痛みが時折あるので歩行時は大変とのことで

すが、体調管理に努められています。

戦後は母子寮で生活困難な女性の就労支援や子どもた

ちの面倒をみるお仕事に携わり、とても苦労なさったよ

うです。

でも今振り返ればそれは意義ある事だったとおっしゃ

り、散歩中の幼稚園児に会うと、思わず声をかけてしま

うそうです。

不定期でフリーサポートにてご自宅でヘルパーと一緒

に過ごすサービスも利用されています。お習字、絵手紙、

蒲田支店のおすすめのサービスとして、ヘルパーと一

緒に喫茶店やレストラン、ショッピングに行く外出介助

があります。

今回ご紹介するご利用者は、月に

一度このサービスを利用されていま

す。最寄りのターミナル駅に行き、

駅ビルでショッピングを楽しみ、喫

茶店でお茶を飲みながらヘルパーと

おしゃべりをしたりします。また、

外食ならではのメニュー（パスタや

洋食）、デザートの甘いケーキ……、

ランチタイムをゆっくり過ごしています。そして家で待

つご主人のためのお土産も忘れません。月に一度ですが、

編み物と多趣味な古屋様のご自

宅には、作品がいくつも飾られ

ています。ヘルパーとのコミュ

ニケーションの一環として、丸

型のアクリルたわしの編み物を

教えてくださっています。沢山ある色鮮やかな毛糸を手

に取り、色の組み合わせを決めて選ぶことがとても楽し

いとのことで、1日1個作ることを目標にしていらっしゃ

います。

来年2月で98歳を迎える古屋様。「100歳まで生きよ

う！　とお友達と約束してるの」とニコニコ笑顔でおっ

しゃっていました。また、「私は今、本当に幸せ」とのこと。

娘様とお二人でゆっくりとご自宅で生活できることを一

番嬉しく思っていらっしゃるようです。これからも大好

きな趣味を行いながら、いつまでもお元気でお過ごしく

ださい。

美味しいものを食べて気分転換され、楽しい時を過ごさ

れて表情も和らぎ、笑顔がたくさん見られるようになり

ました。「外出することで世界が広がってゆく様子に毎回

安心して送り出しています」とご主人からも喜ばれてい

ます。

「昔よく行ったお店で買い物がしたい」「たまには外食

がしたい」など、外出の望みが叶え

られることで少しでも生活に彩が加

わるよう、お手伝いしたいと思って

います。
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日介センター島根は平成 28年 9月 1日に新事務所に移転いた
しました（右下住所をご参照下さい）。
新しい事務所は以前のエーデルブルーメ島根から徒歩 10 分、
梅島駅より徒歩 10分、環七通り近くの島根 3丁目にございます。
大きな透明のドアから日差しが優しく差し込み、とても明るい、
穏やかな空間で皆様をお迎えすることができます。
これからはこの新事務所において営業を開始いたします。
新事務所には介護用ベッドと車イスを置くスペースもありま

日介センター島根
移転のお知らせ

日介ケアセンター花畑

日介ケアセンター花畑では、季

節の楽しいレクリエーションをい

ろいろと行っております。今年の

夏も恒例の「夏まつり」を開催し

ました。ご利用者参加型の屋台で

皆さんに楽しんでいただきまし

た。

さらに夏のデイサービスのレ

クリエーションでは、8月の 24、

25、26、29、30 日に、昨年に続

き「夏！　納涼！　流しそうめん

大会」も開催しました。今年は室

内で行われたので、涼しい中で快

適に「流しそうめん」を楽しんで

いただきました。会場には、花火

やお祭りを模した夏仕様の飾り

付けもし、皆さんにはハワイのレ

イを身に付けていただき、一段と

夏気分で盛り上がってもらいま

した。流しそうめんの味は、麺も

出汁も美味しく大好評でした。つ

ゆが美味しいと言って出汁を飲

み干すご利用者もいました。

流しそうめんの後は、おやつに

お祭り名物の「ソースせんべい」

と飲み物をいただきました。最後

には、脳の活性化・健康促進に効

果がある、カラオケの「歌のレク

リエーション」です。皆さんで懐

かしのヒット曲を大きな声で合

唱して終了となりました。

日介ケアセンター花畑は、皆様

の個々のニーズを大切に「いきが

い」作りを応援させていただきま

す。「季節の楽しいイベント」に

毎月の「外出レク（デイ）」や、

お天気の良い日は玄関前のスペー

スでの「ホットひと息ミニカフェ

タイム」も開催しており好評です。

施設・事業所のご
紹介

日介ケアセンター花畑
東京都足立区花畑 6-16-1
TEL：03-5851-3373　
FAX：03-5851-3378

す。ヘルパー研修に活用し、職員・ヘルパーの更なる技術向上を
目指し、皆様へまごころ込めたサービスをお伝えできるように職
員一同頑張ってまいります。
何卒今後とも倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

新住所：
〒 121-0815
東京都足立区島根 3-1-17
メゾンNAOI　1階

TEL：03-5851-1511

デイサービスのレク「流しそうめん」



【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3-1-17 メゾンNAOI 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

　お散歩に気持ちのよい季節の到来です！

今回紹介しました“外出介助”をご利用な

さって安心してお出かけください。お問い

合わせはお気軽にどうぞ。
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平成 28年度　永年勤続者（勤続 10年）　6名

平成 27年度　社長賞　2部署
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平成 28 年 7月 29 日（金）、永年にわたり職務に精
励し、社業の発展に貢献した社員に対し、永年勤続表
彰をいたしました。合わせて同日、売上や利益の向上

［平成28年度］永年勤続表彰式
［平成27年度］社長賞表彰式

アンケートご協力のお願い

当社では皆様にご満足いただける
サービスを目指し、ご利用者に毎年
アンケートをお願いしております。
今年も9月より実施しております。皆様のご意見
を基に一層努力して参りますので、ご協力の程よ
ろしくお願いいたします。

に寄与した部署に対し、社長賞が授与されました。
今年で創立 20年が経過しました。節目の年に表彰を
受けた方々におかれては感慨もひとしおだったと思いま
す。
これからも年々永年勤続者が増えていきます。皆が健
康に過ごし、会社がますます発展していくことを願って
おります。


