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平成28年度社員総会のご報告

平成 29年 3月18日：全理連ビル、3月 24日：足立区勤労福祉会館におい
て平成 28年度の社員総会が開催され、支店・施設の社員 201 名が出席する中、
今年度の振り返りと平成 29年度の事業について説明されました。
初めに藤本代表取締役社長から、大手資本の介護業界参入による競争激化、

人手不足の深刻化で介護人材を十分に確保できないなどの厳しい経営環境の
中、積極的に総合事業の取り組みを行っている事、また今年 2月には北区赤
羽に訪問看護ステーションのサテライトを開設できた事への感謝の言葉があ
りました。今後、厳しさの増す経営環境の下、社員が一丸となって業務を推
進して中堅企業として着実に発展していきましょうとの話がありました。
続いて、各担当部長から本年度の各事業報告と平成 29 年度の事業計画が
示され、計画の達成に向けての方向性を説明されました。また、平成 29 年
度の品質目標を
・介護保険制度の改定に柔軟に対応する
・専門職としてご利用者が必要とするサービスを的確に把握して提供する
の 2点とし、事業達成に向けて社員一同決意を新たにしました。
その後、支店は足立、杉並、施設は花畑の活動状況報告があり、それぞれ

に工夫した取り組みが発表され、盛会裏に総会を終了しました。

平成28年度
社員総会のご報告

ケアセンター花畑
デイサービス・ショートステイの取り組み

杉並支店
居宅介護支援事業について
～想いを実現できるために～

足立支店
訪問介護事業のこの一年間の変化について



＊以下で「発信わがまち・武蔵野人」に出演の情報が見られます。
http://mainichi.jp/articles/20161018/ddl/k13/040/008000c

棒は重さによって色を
変えてある

日介ケアセンター本木

日介センター吉祥寺

日介ケアセンター本木では、レ

クリエーションの時間の初め 10

分間程度を利用して、オリジナル

体操を行っています。2013年から

始めたこの体操は、少しずつ改良

を重ねて現在の形になりました。

体操にはご利用者それぞれの介

護レベルや年齢、その日の体調に

合わせて、無理のない動作を組み

込んでいます。取材当日は、椅子

に座ったまま小道具の棒を肩幅に

合わせて横に持ち、ゆっくり動か

すことで上半身のストレッチを行

いました。また、棒を縦にして片

手で握ってから、その手を緩めて

持つ位置を変えるなど、反射神経

を養う運動もありました。職員が

１人ひとりを細かくサポートして

動きを変えていくので、飽きるこ

となく効果的に行えます。

日介センター吉祥寺は、毎年

秋に吉祥寺南町コミュニティセン

ターで開催される、吉祥寺南町文

化祭に参加しています。昨年度・

今年度と、武蔵野市の訪問介護事

業者で作る訪問介護事業者連絡

会議幹事会のメンバーと一緒に、

演劇「ザ・介護」を上演しました。

今回の内容は、認知症の父の介

護にあたる女性が父との心中を思

い立ったものの、陽気なヘルパ－

の訪問でそれを思いとどまる、と

いうスト－リ－でした。

この演劇が、毎日新聞の取材に

より地方版に掲載されました。そ

れを受けて、平成 28 年 12 月 16

日には、むさしのＦＭの番組「発

信わがまち・武蔵野人」に、幹事

会のメンバー1人と共に出演し、

上演までの経緯や介護業界を取

り巻く厳しい状況をお話ししまし

た。

地域への貢献という意味合い

から、これからも文化祭など地域

の催しに参加を続けていきたいと

思っています。

身体の機能を維持するだけでな

く、楽しむことにより日常生活へ

の意欲を持つことも目的にしてお

り、その為に、お手玉などの懐か

しい遊びも取り入れて、ご利用者

に興味を持っていただけるように

工夫しています。

体操は全部で 11 種類。小道具

を使用した体操が 6種類、使用し

ない体操が5種類です。小道具は、

棒のほか、ゴム・ペットボトル・

洗濯ばさみ・ボール・お手玉と多

様です。棒は重さによって3種類、

またゴムは強度により3種類をご

利用者それぞれに応じて使い分け

ています。このように統一された

プログラムを行うことによって、

職員がご利用者の身体機能を把

握することにも役立っています。

この日は 10 数名の参加で、フ

ロアーは和やかでありながら真剣

な雰囲気に満ちていました。

施設・事業所のご
紹介

オリジナル体操のご紹介

演劇「ザ・介護」を上演 !



足立支店のご利用者で、足立区西

新井本町にお住まいの小川チヨさん

をお訪ねしました。

小川さんは長い間、国会議事堂で

清掃のお仕事に従事され、毎朝４時

半に起きて、始発電車で永田町まで

通われました。土曜日は半休でしたので、仕事が終わって

から、銀座三越にあるカルチャーサロンの刺繍教室へ、毎

週２時間参加されていました。先生の丁寧な指導を受け、

日常の物を自分の作品に仕上げられる刺繍の素晴らしさ

に魅了されていったそうです。

刺繍をするのは仕事の休憩時間が多く、議会中の待機

時間などで１時間ほど休憩があったため、その時間にこつ

こつと刺繍をされていまし

た。

長いお勤めの間に、身の

まわりの生活雑貨から大き

な壁掛けの絵まで、たくさ

んの作品が出来上がりました。これらの

作品は小川さんのお仕事や子育ての思

い出とつながる貴重な作品たちです。そ

の多くは友人や親戚にあげてしまったそうですが、壁に掛

けてある大きな白雪姫の刺繍は１年がかりで作った大作で、

これは誰にもあげないと語っ

て下さいました。

壁にはたくさんの山の写真

も飾ってあります。40～ 50

代の頃は山登りも趣味にされ

ていて、休日は山に行ってリ

フレッシュなさったそうです。山登りにもまたいつか行っ

てみたい、と笑顔でお話しして下さいました。

日介センター足立
毎日こつこつと作られた刺繍作品

ご 利 用 者 紹 介

当社ではサービスに対する満足度を把握する為に、

毎年ご利用者に対しアンケートを実施しております。

ご回答頂いたご利用者の皆様には心より御礼申し上

げます。

◆アンケート概要

①実施対象

当社介護保険サービスのご利用者

(平成28年 8月実績 )

②実施期間

平成28年 9月1日から11月30日

◆質問内容

問1）社員の言葉遣いや、対応はいかがですか。

問2）相談や要望は言いやすいですか。

問3）現在のサービスに満足されていますか。

問1、問2、問3のすべてにおいてA.満足 (はい )

とお答えの方が85％を超える結果となりヘルパーや

職員に感謝の声をたくさん頂きました。一方、訪問

介護ではサービスの時間が足りないといったご意見

がありました。昨年デイサービスやショートステイ

で多く要望のあった食事に関しては、今年は美味し

いとの声を多く頂きました。

皆様からの貴重なご意見を基に今後もサービスの

向上に努めて参ります。

平成28年顧客満足アンケート
～集計結果のご報告

小川チヨさん 昭和10年生まれ



【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

　春は新しい人間関係が結ばれる季節で

す。多忙な毎日を過ごしていても、新鮮な

気持ちで何かを始めてみませんか。思いが

けない出会いが生まれるかもしれません。
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日介センター永福訪問看護ステーションは、平成29年 2月1日に当社で初めて
のサテライト（出張所）として赤羽営業所をオープン致しました。
赤羽営業所では定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した訪問看護サ

ービスも提供して参ります。住み慣れた地域で、住み慣れた家で安心して過ごせる
よう、経験豊かな看護師がまごころ込めてケアを致します。
ご利用者とご家族に寄り添った訪問看護ステーションを作り上げていきたいと思
います。北区とその近隣地域の皆様、どうぞよろしくお願い致します。

日介センター永福訪問看護ステーション　赤羽営業所
北区赤羽1-60-9　宝ビル1階　TEL：03-6903-8711

「日介センター永福訪問看護ステーション赤羽営業所」
──オープンしました！

同行援護従業者養成研修（旧ガイドヘルパー）開催！！
視覚障害などにより外出や生活が困難な方の支援を行う資格です。

◆受講料：32,000円
◆４月日曜コース：4/2・4/9・4/16・4/23

平日コース：4/4（火）・5（水）・6（木）・7（金）
平日コース：4/17（月）・19（水）・20（木）・21（金）

◆５月平日コース：5/10（水）・12（金）・17（水）・19（金）
土日コース：5/20（土）・21（日）・27（日）・28（日）
平日コース：5/22（月）・23（火）・25（木）・26（金）

お申込み・お問い合わせは、日本介護センター教育事業課 03-5365-9821へ


