平成 29 年度社員総会のご報告
平成 30 年 3 月 17 日：全理連ビル、3 月 23 日：足立区勤労福祉会館にお
いて、支店・施設の社員 214 名が出席する中、平成 29 年度の社員総会が開
催されました。初めに藤本代表取締役会長、宮嵜代表取締役社長より、平
成 30 年は 3 年に 1 度の介護保険法改正の年であり、厳しい状況ではあるが、
改正をよく理解し柔軟に対応していかなければならないこと、介護保険以外
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の事業拡大にも力を入れ、専門職各々がスキルをあげて、社員全員で力を合
わせ、より良いサービスを提供し、発展していきましょう、とのお話があり
ました。また、介護職員の高齢化・人材不足は、直面している難しい問題で
あり、引き続き人材確保に力を入れていくこと、昨今の IoT、AI の発展にも
触れ、介護業界での活用の時流もあるが、どのような時代になっても社員間、
ご利用者との関係等すべてにおいてコミュニケーションが大切である、との
お話もありました。

平成 29 年度
社員総会のご報告

1面

続いて山田取締役より、平成 29 年度の事業報告と、平成 30 年度の事業計
画について説明されました。平成 30 年度の品質目標は、
①各地域の保険者や医療・他専門職との連携を強化し、介護保険制度の改
正に柔軟に対応する。
②介護保険外の事業運営にも力を入れ経営基盤を安定・強化する。
の 2 点とし、目標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・施設での事例・改善策、工夫、前向きな取り組み等につい
て、足立西・杉並・竹の塚・花畑・ケア島根より発表があり、盛会裏に総会

施設・事業所紹介

2面

日介ケアセンター本木
平成 29 年度顧客満足アン
ケート〜集計結果のご報告

を終了しました。

ご利用者紹介

3面

日介センター足立東
社員インタビュー

日介センター豊島
藤本里海会長

宮嵜恵美子社長

足立西支店
足立西支店の予算達成への取り組み

4面

竹の塚支店
竹の塚支店の『新体制』と『強み』について

ケアセンター島根
日介ケアセンター島根とは

日介センター竹の塚 新体
制について／教育事業課か
らのお知らせ 介護福祉士
実務者研修〜受講生募集／
編集後記

所紹介
施設・事業

日介ケアセンター本木

リハビリ体操・レクリエーションの紹介
日介ケアセンター本木では、午前

動をします。道具は強度や重さが

と午後で毎回違う組み合わせの体

数種類あり、ご利用者の筋力レベ

操を行います。午前の体操は 4 種

ルにあった道具を選び、無理せず

類あり、手指運動・肘の運動・足

楽しく運動を行っています。
本日の午後の体操は、指の
体操と音楽を使った体操で

体操が終わりましたらレクリエー

す。前半は数え指の体操。お

ションです。本日は大きなフラフー

なじみの童謡を歌いながら指

プを転がしてどこまで遠くに転がせ

先を左右違う動きをしたり、

るかを競うゲームです。テーブル

徐々に速度をあげたりして、

ゲームも行いますが、競争タイプの

楽しみながらトレーニングを

ゲームの方が盛り上がります。体

の運動など、体を動かしリフレッ

行い、脳の運動にもなっています。

力の向上や瞬発力のトレーニングに

シュしてもらうプログラムになって

後半は音楽体操です。人気曲をカ

もなります。体操もレクリエーショ

います。

ラオケでかけ一緒に歌をうたいなが

ンもどちらもご利用者の興味を引く

ら体を動かしていくリハビリ体操で

内容となっており、何より丁寧なサ

す。

ポートを心掛けています。

午後の体操は、道具や音楽を取
り入れた体操で楽しく効果的に運

平成 29 年度顧客満足アンケート
〜集計結果のご報告
当社ではサービスに対する満足度を把握するため
に、毎年ご利用者に対しアンケートを実施しており
ます。ご利用者ご家族の皆様には、お忙しい中ご協
力いただき心より御礼申し上げます。

回収率は昨年に比べ下がってしまいましたが、す
べての質問において A. 満足 ( はい ) とお答えの方が
89％を超え、昨年より満足度が上がる結果となりま
した（下記グラフ参照）
。
ヘルパーや社員に対し感謝のお言葉を多くいただ
きましたが、一方でサービス内容やスタッフへのご
要望も数多くいただきました。

◆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 29 年 8 月実績 )
②実施期間
平成 29 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。

皆様からいただいた貴重なご意見を基に、支店施
設一同今後もサービスの向上に努めて参ります。

紹 介
ご 利 用 者

いで随分と久しぶりだったと話されていました。

日介センター足立東

最初は、動物を作り受付に飾っていたところ、様々な動
物の折り紙ができ「折り紙の動物園」が完成したと話され

折り紙で季節の作品をつくる
石綿和子さん

ていました。時には今まであまりお話をしなかった方が車
昭和 11 年生まれ

いすで近づいてきて、
「何かしら？」と思っていたら「折り

足立東支店のご利用者で足立区に

紙が欲しい！」とそこからお友達になる事もあったそうで

お住いの石綿和子さんをお訪ねしま

す。折り紙一つで話のきっかけとなり交流ができることは

した。

素敵な事だなと感じました。

石綿さんは折り紙で季節のお花や

自宅に訪問した時は桜とクレマチスを制作中で折り方を

行事などを一つひとつ丁寧に作られ

見せて頂きましたが、とても細かい作業に驚きました。は

ています。足立東支店の入り口にも

じめに折り紙を様々な型に切って、そこから折っていきま

様々な作品を飾らせていただており

す。折り方も細かい部分が多く、時には定規なども使用し

ます。今回は制作のお話などを伺い

て制作していくそうです。

ました。

様々な季節の作品

これからも、いろ

10 年ほど前に老人保健施設を利用していた時に、楽しそ

いろな作品を作り、

うに広告紙などでゴミ箱作りをしている方々を見かけ、一

夢は「絵のような折

緒に作るようになりました。施設の方が折り紙作家 山口真

り紙」を作る事と楽

さんの本を持っていた事がきっかけで、折り紙作りが始まっ

しそうに話してくだ

たそうです。それまでは、子どものころに鶴を折ったくら

さいました。

＊社員インタビュー＊
昨年度入社社員に伺いました

日介センター豊島

ケイリー エリノス サービス提供責任者
2017 年 11 月に入社したイラン

提供責任者をやってみたかったの

出身のケイリーさんにお話を伺い

で新しい経験が出来て毎日が充実

ました。

しています。

8 歳で日本に来て 28 年になり

小さい頃から日本で育ち、日本語

ます。介護の仕事についてから 4

での会話は問題ありません。そのた

ライベートも充実したライフスタ

年目で、前職ではヘルパーをして

め、担当者会議などでお会いすると

イルを送れています。

いました。サービス提供責任者に

見た目とのギャップに驚かれます。

Q. 今後の展望や抱負は…

なりたいと思っていたところ、募集

また、現場も好きでサービスに入

早く仕事を覚えて、少しでも多

を見て応募し、はれてサービス提

るとはじめは大丈夫かなと思われ

くの担当を持ってお役に立ちたい

供責任者をしています。

ることもありますが、仕事を見て

と考えています。

もらえるとすぐに納得していただ

Q. 仕事の感想やエピソードは…

けます。

将来はケアマネジャーにもチャ
レンジしたいと話してくれまし

まだ入ったばかりで、仕事を覚

勤務時間も毎日決まっているの

た。また、
故郷のイランは介護サー

えるので精一杯ですが、今までの

で、夕飯の準備も出来て子ども

ビスがまだ途上なので、日本で学

ヘルパーでの経験を活かし頑張っ

と一緒に食べられます。お休みも

んだことをイランに伝えたいとい

ていきたいです。前からサービス

しっかりといただけますので、プ

う夢もあるそうです。

日介センター竹の塚

〜新体制について

福祉用具の貸与・販売、住宅改修専門の竹の塚支店では、
平成 30 年よりご利用者のサービスの満足度をさらに上げる

ずつ相談員を常駐させ、幅広い地域でご利用者へのサービス
がより迅速に行えるようになりました。
ご相談だけでも構いません。福祉用具や住宅環境にお困り

べく体制を新たにいたしました。当社の福祉用具専門相談員
は全員足立区の竹の塚支店に勤務していましたが、平成 30

の方は日介センター竹の塚までご連絡ください。

年 1 月より日介センター代々木と日介センター吉祥寺に 1 名

T E L 03- 5851- 3710

F A X 03- 5851- 8610

介護福祉士実務者研修
★受講生募集★
●

●受講スケジュール
コース

開講期間(無資格者の場合)

第１回
2018 年 6 月 1 日～

土日

2018 年 11 月 30 日

コース
第２回

2018 年 8 月 1 日～

日曜日

2019 年 1 月 31 日

コース
第３回

2018 年 9 月 1 日～

水木

2019 年 2 月 28 日

コース

💻💻

スクーリング日
7/1(日) 7/7(土)
7/8(日) 7/21(土)

医療的ケア

無資格

8/4(土)

初任者研修・ヘルパー２級

89,424 円

8/5(日)

ホームヘルパー１級

67,824 円

介護職員基礎研修

46,224 円

8/18(土)

7/22(日) 7/28(土)

8/19(日)
11/4(日)

9/2(日) 9/9(日)

11/11(日)

9/16(日) 9/30(日)
10/21(日) 10/28(日)

11/18(日)
11/25(日)
10/31(水)

10/3(水) 10/4(木)
10/10(水) 10/11(木)
10/24(水) 10/25(木)

11/1(木)
11/7(水)
11/8(木)

143,424 円

※上記金額にテキスト代 13,824 円含む
※上記金額にテキスト代
13,824 円含む
※金額はすべて税込み
※金額はすべて税込

平成２８年度の介護福祉士国家試験から、
平成 28 年度の介護福祉士国家試験から、実務者研修の
実務者研修の修了が義務付けられました。
修了が義務付けられました。
介護福祉士を目指す上で、必要な資格です！
介護福祉士を目指す上で、必要な資格です！
お持ちの資格により、受講科目の一部が免除されるため、
お持ちの資格により、受講科目の一部が免除
開講期間が異なります。
されるため、開講期間が異なります。
詳細はホームページにてご確認頂くか、
詳細はホームページにてご確認頂くか、
教育事業課までお問い合わせ下さい。
教育事業課までお問い合わせ下さい。

📞📞

✉

日介センター
代々木
蒲 田
足 立
足立東
足立西
杉 並
吉祥寺
目 黒
豊 島
高円寺
島 根
竹の塚
永 福

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

03-5333-1390
03-5732-0085
03-5839-8355
03-5851-3520
03-5845-3700
03-5301-8651
0422-70-6905
03-5794-6080
03-5917-4009
03-5335-7801
03-5851-1511
03-5851-3710
03-6379-1919

渋谷区代々木 1-16-6 代々木コパン 3 階
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
足立区西新井 1-38-18 コーラルコート 1 階
足立区竹の塚 5-1-14
足立区西綾瀬 2-7-9 西綾瀬プラザ 101
杉並区大宮 1-3-12 ギャレリア杉並 203 号室
武蔵野市吉祥寺南町 2-29-10 三成参番館 4 階
目黒区祐天寺 2-16-1 倉方ビル 103
豊島区長崎 1-28-23 Muse 西池袋 201
杉並区成田東 5-39-12 グローリーハイツ南阿佐ヶ谷 A101
足立区島根 3-1-17 メゾン NAOI 1 階
足立区竹の塚 4-9-5 エーデルブルーメカワチ 107 号
杉並区永福 4-2-10 CASAFIORITA101

今年度も顧客満足度アンケートの集計を
まとめました。ご回答いただいたご利用者
の皆さまに心から感謝申し上げます。
次号は 2018 年７月 20 日発行です。

日介ケアセンター
花 畑
本 木
西新井
六 町
島 根
成田東

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

03-5851-3373
03-5845-5700
03-5888-6341
03-5831-6963
03-5831-3511
03-6383-6050

足立区花畑 6-16-1
足立区本木 1-20-5
足立区梅島 3-31-8 トラウムハイム 1 階
足立区南花畑 3-33-1
足立区島根 2-30-23 エーデルブルーメ島根 2 階
杉並区成田東 5-34-16 サンヒルズ石田 1 階
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