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スポーツの秋！機能訓練を強化しました！

日介ケアセンター成田東
日介ケアセンター西新井

日介ケアセンター成田東
個別体操で一人ひとりに合わせた最適なトレー
ニングを提供します

　平行棒やペダルこぎ運動器、チューブ体操な
どに取り組んでいただいております。継続的な
運動により心身に刺激を与え、筋力強化され、
つまずきや転倒防止に役立ちます。
　主な運動のメニューとしては、まず平行棒の
周辺を歩行し、膝の屈伸、足を前後に上げたり、左右に上げたり、片足ず
つ一歩前に踏み込んで膝の屈伸など、その方の状態にあわせたトレーニン
グをしていきます。次は、ペダルこぎ運動器で膝や腰に負担をかけずに股
関節の稼働域を広げ、足腰を鍛えます。最後は足先からふくらはぎまでを
包むエアマッサージャーで運動後のクールダウンをし、リラックスをして
いただきます。30 分程のサーキットトレーニングとなります。ご利用者の
ご家族からは、歩行の時の足の上がりや、自宅での移動や立ち上がりが出
来るようになった等の報告も受けており、徐々に効果が出てきているので
はないかと感じております。
　日介ケアセンター成田東は、ご利用者お一人お一人に役割を持って過ご
していただき、皆さんが主役になれる場所です。ご利用者が、「通いたいか
ら通っている場所」を目指し、日々向上しております。お気軽にお問い合
わせください。

日介ケアセンター西新井
お一人ずつ運動ができます

半日型のデイサービスです。3時間という短い時間です
が、看護師の指導のもと、お一人ずつ運動を行えます。体
調に合わせて身体を動かすことができ、ご利用者やご家族
からご好評をいただいております。またご希望の方には入
浴も可能です。デイサービスを利用したいが、長時間が苦
手な方や自分の時間も大切にされたい方にもオススメです。

レポートReport



日介センター足立東

8月8日関東に台風13号が接近
の最中、ヘルパー研修会を開催い
たしました。講師はキユーピー株
式会社東京支店の前田氏です。
さまざまな場所で講義をされて
いるそうで、とても分かりやすく
ヘルパーに考えさせながら、時に
笑いの起こる勉強会となりました。

高齢になるにつれ、身体機能の
低下がみられるものです。それに
伴い、食欲の減退・咀

そ

嚼
しゃく

嚥下機
能の低下も見られるようになりま
す。食欲が落ちれば低栄養へとつ
ながってしまいますが、低栄養に
ならないためには、良質なたんぱ
く質を摂取することが大切だそう
です。
特に体内への吸収が高いのは

日介ケアセンター六町では、認
知デイとグループホームが併設し
ており、地域密着型として地域に
根差した施設づくりを目指してい
ます。その中で昨年度からの取り
組みとして、夏祭り～おもてなし
会～を恒例行事として企画しまし
た。
ご家族やケア
マネジャ―を始
め、近隣のスー
パーなどのお店
や町会、交流のある保育園などに
ご入居者と一緒にチラシやポスタ
ーを配って回りました。

同じ地域で生活している皆様と
交流をし、施設を見学して頂く事
も目的としています。皆様快く受
け取って下さり、準備にも力が入
ります。おもてなしの準備もご入
居者と行い、小さなお客様たちに
は色々なゲームを企画しました。

当日は晴天 (^^♪。
駐車場や1階デイルー
ムでは、ヨーヨー、金
魚すくい、かき氷、輪
投げ、くじ引き、じゃ

んけん大会、スイカ割りetc.
縁日さながらの催しに、近所の

施設の方や小さなお子様も沢山来

て下さり、
笑顔で盛
り上がりま
した。２階
３階スペースでは、ご入居者と準
備した軽食でおもてなしをし、ア
ットホームな雰囲気を感じて頂き
ました。
今後もオレンジカフェ同様、日

介ケアセンター六町を知って頂き、
いつでも立ち
寄れる場所に
なる様、発信
していきたい
と思います。

「たまご」だそうで、生でも良し、
火を通しても良しと様々な料理に
使用できるので、取り入れたいも
のです。

また、高齢者の誤嚥で一番多い
のは水分だそうです。特に
薬を飲むときは注意が必要で
す。
最後は、ヘルパーさんも楽

しみにしていた試食会です。
毎日の食事がいつまでも楽

しくとれるように「おいしさ」

「栄養」「食べやすさ」に配慮され
た商品“キユーピーやさしい献立”
を試食いたしました。
どれも素材が活かされていて、

味付けもしっかりしており、
デザートまでいただきまし
た。
今回の研修を活かし、ご

利用者の皆様がいつまで
も、楽しく、おいしく、安
全に食べられるようにヘル

パーも努力して参ります。

研 修 会 レ ポ ー
ト

日介ケアセンター六町
レポート Repor

t

高齢期の栄養摂取のポイント

～夏祭りで地域交流、おもてなしの心～



目黒支店をご利用されている石谷

浩さんにお話しをお伺いしました。石

谷さんは、戦前は航空隊に所属して、

戦後は東京都の小学校教員になり、

目黒区を中心に赴任。校長になって

から退職するまで、全員に手書きの卒業証書を渡してきた

という熱心な先生でした。退職するまで 35年間の教員生

活で事故を起こさず、責任を果したのが誇り、とお話しく

ださいました。

退職されてからは、弓道と書道を趣味としてはじめられ

たそうです。弓道は毎日道場に通われていて、書道に関

しても長い間続けられてきて、共に四段まで取得されまし

た。そして今年になって、書道の腕前の評判が、東急電鉄

の 90 周年記念イベントのプロデューサーの耳に届き、東

横線の沿線に住まわれている90 代の書の名人を集めた、

東急東横線開通

90周年記念イベン

ト「90 歳の書」の

メンバーとして選

ばれました。2 月

には、渋谷の東急

文化村 Bunkamura 

Box Galleryで展示

され、翌 3月には東横線の 21の駅に「書を加工したポス

ター」が掲示され、大変話題となりました。書かれた「敬

天」は西郷隆盛の座右の銘「敬天愛人」から選びました。

天を敬い人を愛すること。教

育の世界も変化が激しいです

が、いつの時代も変わらず子

どもを愛することが何よりも大

事であると伝えたい思いで書

かれたそうです。

日介センター目黒
ご自慢の書が駅のポスターに！

ご利用者紹介

高谷充典 支店長
2018年 7月に支店長に就任し

ました。今年の6月までの5年半、

吉祥寺支店でサービス提供責任

者をさせて頂きました。支店長業

務は初めてですが、職員が働きや

すい環境を作り、ご利用者に適切

なサービスが行えるよう努力して

いきます。これからは訪問介護だ

けでなく、移動支援やこども家庭

支援など様々なサービスに適応

出来る事業所を目指していきます。

内藤由紀子 サービス担当責任者
2018 年 4月に入社しました。

前職は特別養護老人施設で介護

業務に携わっており、介護の仕事

に就いてからは12年目になりま

す。サービス提供責任者の仕事、

訪問介護業務も初めてなので、施

設との違いに戸惑う事もあります

が、施設で様々なご利用者と長時

間接することで得た経験や知識を、

よりよいサービス提供に繋がるよ

うに頑張りたいと思います。

横田千晶　事務
　2018 年９月に入社しました。

事務員として職員の皆さんのお役

に立てるよう、精一杯頑張ります。

島　美穂　ケアマネジャー
2018 年９月に入社しました。

施設でのケアマネジャーの経験は

ありますが、居宅支援は初めてで

す。出来る限りご利用者のお気持

ちに寄り添えるよう努めて行きた

いと思います。   

よろしくお願い致します。
      　　　　　　   m(   )m    

＊スタッフ紹介＊
新スタッフの紹介

日介センター高円寺

石谷　浩さん　大正11年生まれ

　西郷隆盛の座右の銘「敬天愛人」
　天を敬い人を愛する、から「敬天」

書の中の一番の自信作、15年程前の
武道館で入賞されたご自慢の書

左から、島　美穂さん、高谷充典さん、
　　　内藤由紀子さん、横田千晶さん



【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
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
永　福　TEL  03-6379-1919   杉並区永福4-2-10 CASAFIORITA101

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

　今年の夏も猛暑続きで、秋になりご体調
などいかがでしょうか。毎年アンケートの
ご協力いただき有り難うございます。結果
につきましては、にっかい通信春号に掲載
予定です。みなさまのご意見を参考にさせ
ていただきより一層努力していきたいと思
います。
　次号は2019年 1月 20日です。

編集責任者 ：（株）日本介護センター企画課
制作協力：（株）ミズ総合企画

発行日：平成 30年 10月 20日

創立記念日である平成 30 年 7 月 30 日（月）、永きに亘り職務

に精励された社員 3名の方と、平成 29 年度の業績において売上

及び利益向上に寄与した 3部署に対し、表彰式が執り行われまし

た。会社創設 23 年目にして、初の勤続 20 年表彰を受ける方もお

り、社長をはじめ受賞された方々のスピーチは、会社の歴史とと

もに歩んだ苦労や感謝の想いの伝わる感慨深いものでした。

社長賞の表彰では、会社のさらなる発展を目指し表彰状が授与

されました。

暮らしに余裕を もっと心地よく もっと快適に

家事代行サービスＣＯＣＯらいふは家事全般をご家庭
のニーズに合わせて対応し皆様がご満足できるサービ
スを日々目指しております。
杉並区世田谷区の子育てや産前産後のサポート、遠方
におられるご両親に代わって家事のちょっとしたアド
バイス、子育ての経験を活かし大変喜ばれています。
色々なご家庭の負担をＣＯＣＯらいふがお手伝いする
事で『気持ちに余裕ができる暮らし』をお約束します。
皆さまのお気持ちに寄り添い、困りごとや願い事のお
手伝いをさせていただきたいと考えております。

【平成30年度】永年勤続表彰式   

【平成29年度】社長賞表彰式

平成 30年度　永年勤続者　勤続 20年 1 名、
勤続 10年 2 名

平成 29年度　社長賞　3部署

Comfort（快適に）
Cordiality（まごごろ込めて）
Consideration（おもいやりを持ち）

ＣＯＣＯらいふ５つのＣＯ
Confidence（信頼されるよう）
Courtesy（丁寧に対応）

日介センターご利用者様限定
通常２時間9540円（税・交通費込み）

⬇　
今だけ6000円（税・交通費込み）
詳しくはお電話ください
　　　   0800-800-8551　
            受付時間　平日9：00～17：00


