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日介ケアセンター花畑では、5 月よ
り通常のレクリエーションの中のひと

 SUMMER

つに花畑部活動が始まりました。今
までレクリエーションのプログラムは
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1 度に 1 種類と決まっていましたが、
同じ内容のレクリエーションが多いな
どのご意見が上がり、スタッフ内で
話し合った結果、自分の好きなプログラムに参加していただける部活動スタ
イルを新たに始めました。
現在、園芸部、手芸部、美術部、料理部が活動を始めていて、取材日の 5
月 25 日（金）には、園芸部、手芸部、美術部の活動を行いました。園芸部は、
鉢植えしていた花が大きくなり、プランターへ植え替えの作業。マリーゴー
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ルドなど春の花々をバランスよくきれいに植え替えました。手芸部は、紙粘
土でコップや人形など、それぞれが作りたいものを自由に制作。いずれは作
品としてまとめて展示していく予定です。美術部は、6 月のオリジナルカレ
ンダー作りで唯一無二の作品を制作しました。
ご利用者には、自分の好きなものや得意な活動ができて大変楽しく参加で
きると好評です。なお、今後新たに体操部も始まります。これからも花畑部
活動は、皆さまのご意見を反映しながらより良い活動をしていきますので、
多くの皆さまの参加をお待ちしています。
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訪問介護において〜サービ
ス提供責任者の責務の追加
／ 介護職場体験を実施 ! ／
次世代育成支援対策推進法
に基づく一般事業主行動計
画／編集後記

日介センター蒲田

ート紹介
フリーサポ

ヨガの呼吸法を使った介護予防体操のご紹介
蒲田支店のフリーサポートで『ヨ

をもんでいただき、前腕から徐々に

ガの呼吸法を使った介護予防体操』

上腕までをもみほぐして、最後は脇

をご利用されている山下升子さん

の下の部分のリンパを刺激していき

のお宅をご訪問し、取材させていた

ます。次に上半身を刺激し、股関

だきました。

節・太ももを軽く叩いて、下半身を
マッサージしていきます。足のスト
レッチをして 10 分ほどのウォーミ

ばします。今度は片腕をあげて左

ングアップが終了。続いて呼吸法

右に傾けてストレッチ、そして足の

に。目をつぶり、片方の鼻を抑えて、

ストレッチ。

右、左と順番に鼻で呼吸する呼吸

最後に、深呼吸をして 30 分の介

法。鼻の通りが良くなり、頭がスッ

護予防体操終了です。マンツーマ

キリするヨガの代表的な呼吸法で

ンによるサービスなので、状態を確

す。次は、蜂のハミングの呼吸法。

認しながらご利用者に合わせた運

お時間は 30 分で、月に２回ほど

お腹に手をあてて、鼻でハミング

動が行えます。
「以前は気分が落ち

のサービスをご利用されています。

を行います。この振動が全身に伝

込みがちだったのに、このヨガを始

まずは、バイタルチェック、｢脈

わっていき心地よさを感じてリラッ

めてから前向きで元気になった」と

拍｣、｢血圧｣、｢体温｣ を測定し、

クスできます。それから、
腹式呼吸。

山下さんは語ります。

体調に問題がないことを確認しま

その後に顔のリンパを刺激します。

ぜひ、このサービスを通して健

す。こちらのサービスは、山下さん

続いて、ストレッチと体操。肩を

康な気持ちと楽しいという気持ちを

のかかりつけの医師の指導の元に

回して、姿勢は常に意識し下を向か

皆さんに知っていただき、広めてい

行います。水分を補給してウォー

ないように注意します。手を組んで

きたい、と蒲田支店では考えており

ミングアップから始めます。自ら手

頭の上にあげ、手のひらを上に伸

ます。

紹 介
ご 利 用 者

日介センター足立
美しいものが好き‼
の気持ちを大切に生きています
貫井よし子さん 昭和 3 年生まれ
足立支店ご利用者の貫井よし子さん
をお訪ねしました。
以前より、ご主人と同様の趣味を楽
しんでおられ、
「夫はステンドグラス

左：四季の花を描く

右：自作のアクセサリー

ずに飾ら
れていま
す。その
他、 地 域
の仲間たちとのアクセサリー作りなども楽しむ……
よし子さんは、とにかく美しい物が好き‼
現在は一人暮らしですが、買い物などで週 1 回のヘル
パーサービスをご利用されています。旬の食材を好み、

と絵画を、私は種々の季節の花に魅せられ四季の花を日本

なるべく素材を生かした調理を楽しんでいるとのことで

画に」と語られます。数年前まで季節に合わせて自作の花

す。自分で食材を見に行くことができるようになるため

の絵を部屋に飾っていましたが、相当な枚数なので今では

にも、筋力が落ちないように、短時間リハビリ型のデイ

選ぶことも大変になったそうです。1 年半前にご主人を亡

サービスでも頑張っています。いつまでもお元気で前向

くされたのですが、遺作のステンドグラスと絵画は変わら

きなよし子さんでいてほしいと願っています。

紹 介
ご 利 用 者

持つ泰一さんは、それを基に 71 歳で会社を起こし、現在

日介センター永福

訪問看護ステーション

サポートを受けていつまでも元気に
齋藤泰一さん 昭和 3 年生まれ 齋藤八重子さん 昭和 9 年生まれ
ご夫婦で永福支店を

も社長を務めていらっしゃいます。泰一さんが忙しい分「子
育ては私に任せっぱなしだったわ」と八重子さん。結婚 61
年目の今もご夫婦円満の秘訣を尋ねると、
「小さいケンカは
今でもしますよ。でも、夫は受け止め方が上手で、それを
大きくしないの。優しいんです」とのことでした。

ご利用の、杉並区にお

八重子さんは、くも膜下出血で半身麻痺となり長く入院

住まいの齋藤さんのお

されていて一時退院の際に、自宅内は車椅子での移動がと

宅を訪問しました。齋

ても難しいことを痛感し、リハビリを頑張ったそうです。

藤さんは、永福支店の

涙が出るほど辛かったという頑張りで、

開設間もない頃からの

現在は自力で立ち上がりができ、手摺

ご利用で、今年で３年目になります。訪問看護師がケアす

りなどを伝って室内を移動できるまで

るかたわらにお邪魔し、お話をうかがいました。

になりました。

泰一さんは、若い頃は仕事で忙しく全国を飛びまわって

齋藤さんは、近隣の支店でケアマネ

いたそうです。宮内庁に初めて

ジャーやヘルパーもご利用されていま

洗濯機を販売し、会社から表

す。お二人がこれからもお元気で自宅

彰を受けたこともある、と話し

で暮らすことができるよう、各支店社

てくださいました。人脈も厚く、

員一同が、力を合わせてサポートして

アイデアマンで数々の特許を

いきたいと思います。

日介センター代々木
振り込め詐欺にご注意！
安田ハマ子さん 昭和 3 年生まれ

メジロやシジュウカラがくる泰一さんお手製巣箱▲

応し、様子を伺う犯人の電話に機転を
利かした受け答えを繰り返しました。
そして、お金の受け渡し場所へ、なか
なか現れない犯人を誘導して無事に

代々木支店で週２回ヘルパーサービスのご利用をされて
いる安田ハマ子さん（90 歳）は、振り込め詐欺逮捕に協力
されたので、警視庁から表彰を受けました。

逮捕となった、ということでした。
事件から数カ月が経ち、１回目の裁

表彰式に贈呈された
ピーポくんと

判時に傍聴に行かれたそうです。犯人の年老いた母親の落

今年の１月末のこと、ご主人がデイサービスに行っていて

ち込んだ姿をその場で見て心が痛んだため、担当の検察官

留守中の午前 9 時すぎに孫の名前を名乗る男から電話があ

に話したところ、詐欺犯罪を未然に防いで多くの被害者が

り、その時は孫だと信じて電話を受けてしまいました。イン

出ないように救った、勇気あることをしたのだからといわれ

フルエンザを患っていて薬の副作用で吐き気もあったので、

たそうです。さらに、この経験をまわりの方へも話して、新

「後で電話してほしい」と伝えて、
いったん電話を切りました。

たな振込詐欺被害者が出ないように、地域の安全と防犯に

孫はニュージーランドでフランス料理店をしていて、昨年、

協力していただきたいとお願いされたとのことです。

家族で日本に帰ってきたばかりなので、2 回目の電話では怪

その後、ご自宅の電話に詐欺防止の装置をつけてもらっ

しいと感じ、すぐに警察へ連絡したところ、８人ほどの警察

たり、定期的に見回りに来てもらったりなどで、連携した

関係者が駆けつけてきました。その後も何回も犯人から電

地元警察の方々とは良い関係が続いているそうです。今も、

話がかかってきましたが、その度にハマ子さんは冷静に対

近所のお祭りや婦人会などで元気にご活躍されています。

介護職場体験を実施しています！

訪問介護において

当社では、東京都福祉人材センターが行っている「職場体
験事業」の受入事業者として登録しています。

サービス提供責任者の責務の追加

介護の仕事に関心のある都内在住または在学の学生、既卒
者、主婦、離職者及び就業者の方に、介護施設・事業所で現

平成 30 年４月の介護保険法改正によ

場を体験していただいております。

り、訪問介護の現場においてご利用者の
口腔や服薬の状況についての気づきを訪
問介護の責任者であるサービス提供責任

◆体験内容◆

者からケアマネジャーに報告することが

ご利用者の介護・介助、ご利用者との交流（散歩・買物の付

責務として明確化されました。

添い・行事の参加等）、補助業務（食事の準備・清掃・洗濯等）、

当社では、これまでもサービス中にご利用者の状況把握に

他の専門職との連携状況の見学

など。

務めて参りましたが、毎サービス時に確認できるよう、ヘル
パーの記録書を改めました。
サービス中にご確認させていただく場合もあるかもしれま
せんが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

★体験修了者は、無料で介護職員初任者研修
資格取得のチャンスがあります！
この機会にぜひご参加ください♪♪

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
当社は次世代育成支援対策推進法に基づき、社員がそ

❶ 計画期間

平成 30 年 4 月 1 日〜平成 35 年 3 月 31

の能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇
用環境の整備を行うため、行動計画を策定しています。
平成 23 年 8 月に「次世代認定マーク（くるみん）
」を取

日までの 5 年間
❷ 内容
〈目標 1〉年次有給休暇の取得促進のた

得し、平成 30 年 4 月より、一般事業主行動計画の第 4

め、
「バースデー休暇」を設定、

期を推進中です。

実施する。
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足立西
杉 並
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目 黒
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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

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

今年の夏も猛暑が予想されます。高齢の
方は温度に対する感覚が弱くなるため、室
内でも熱中症にかかりやすいといわれます。
熱中症の予防・対策をしっかりとして、暑
い夏を乗り切りましょう。
次号は 2018 年 10 月 20 日発行です。
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