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代表取締役社長　宮嵜 恵美子

明けましておめでとうございます。お健やかに新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
昨年の介護報酬改定では、全体として 0.54%のプラス改定にはなりました
が、地域包括ケアシステムの推進を目的とした内容であること、通所介護の
サービス区分見直し等により、当社にとっては厳しい改定内容となりました。
介護保険関連事業は、制度及び地域から求められている機能・役割を果たせ
るよう変化が求められています。また、日本全体の課題である介護人材不足
により、人材確保は一段と厳しい状況が続くと思われます。
当社といたしましては、介護保険事業としての基盤を整備しながら、訪問
看護事業の拡大、介護保険外事業である派遣事業、家事代行事業の拡大、フ
リーサポート事業の強化を目標として、人材確保と育成・定着、そして介護
サービスの質の向上に向けて努力してまいります。
今年は、天皇陛下退位による元号の変更、また 10月からは消費税が 10％

に引き上げになる等、時代の変化を大きく感じる一年となりそうです。生活
基盤である地域社会が人口減少と共に衰退していく中、訪問介護をメインと
してサービスを提供している介護保険事業者としての役割は、今後も一層大
きくなると感じています。
AI、ICTの活用による人材不足解消も期待される昨今でありますが、ど

のような時代になっても「住み慣れた地域で、住み慣れた家で暮らしたい」
というご高齢者の願いに応えるため、より良い在宅介護サービスの提供を目
指してまいります。
今年もご利用者の皆様をはじめ、関係機関の皆様方の変わらぬご指導とご

支援をお願い申し上げます。
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日介ケアセンター島根

11月15日に「少し早めのクリス
マス」と銘打ってミニコンサート
を開催。ボランティアの方に演奏
していただきました。事前にポス
ターやチラシで告知し、デイサー

ビスご利用者だけではなく、同建
物内のサービス付き高齢者向け住
宅居住者の方々、地域の方にも参
加いただきました。この日はクリ
スマスツリーなどを飾ってクリス
マスの気分を高め、コンサートは
14時からスタートしました。演奏

者が電子ピアノでクリスマスソン
グから誰もが知っている名曲を演
奏！　歌唱曲では歌詞カードを配
りみなさんで楽しく合唱！　みなさ
んで素敵な演奏曲に聞き入り、と
ても豊かな時間を過されていま
した。
また10 月には、24日からの 3
日間はハロウィンパーティを開催。
１階のエントランスからデイ
サービスのフロアに至るまで、全
面ハロウィンにちなんだ飾りつけ
をしました。パーティの当日はご
利用者の方・職員問わず、
　

大小さまざまな仮装をして記念撮
影！
この３日間はおやつもハロウィン
にちなんだお化けやかぼちゃをか
たどったかわいいものにしました。
これからもケア島根では、地域
との連携をはかり、季節に合わせ
た装飾などを取り入れた楽しいイ
ベントを企画していきたいと思い
ます。

施 設 ・ 事 業 所 紹
介

吉祥寺支店をご利用され
ている木皿くにさんとヘル
パーさんにお話を伺いまし
た。
木皿さんは大正 9 年生

まれ、 9月に 101歳になら
れました。ご主人が銀行員
という仕事柄全国各所に住
まれ、ここ吉祥寺には 70
年になるそうです。吉祥寺

の閑静な雰囲気が気に入り、地域の仲間たちと 90歳ま
ではバトミントンをされていたそうです。
現在はおうちでテレビを見たり、ヘルパーさんの作っ

たお食事や会話を楽しんだりして、充実した毎日を過ご
されているそうです。
木皿さんは、サービスを毎日利用されています。9時

からのスタートで 10時 30 分まで。朝食の準備とお掃
除を10時まで行い、10時から 10時半まで買い物に行
きます。
この日のヘルパーは畑中さんでした。畑中さんが特に
気を配っていることは、食事時のペース。誤嚥しないよ
うにゆっくり飲み込んでいただけるよう気をつけていま
す。また、移動時には転倒されないよう見守りを行いな
がらサービス
にあたっていま
す。これからも
木皿さんがお元
気で過ごされる
ようお手伝いを
していきたいと
思います。

季節に合わせた楽しいイベントを開催 !!

クリスマスミニコンサート

ハロウィンの仮装

日介センター吉祥寺
101歳になってもお元気にエンジョイ

ご 利 用 者 紹 介

木皿くにさん 大正9年生まれ
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豊島支店のご利用者の須田さ

んにお話を伺いました！

須田さんは、60代で突然難病

になり自宅でリハビリをしなが

ら意欲的にアクセサリーづくり

をされています。

家政科の学校を卒業後郵政省

に勤務。もともと好きであった

洋服の作成や手芸を続けていました。家族の諸事情により

郵便局長を継ぐ事になり、猛勉強し局長試験に合格。平成

18年まで勤め上げて早期退職されました。

退職後、趣味の洋服づくりやアクセサリーづくりなどを

楽しもうと思っていたところ、突然動けなくなり救急車を

呼んで入院。様々な検査後、原因がわからず、何度目かの

検査でアレルギー性の血液の難病であることがわかり長期

入院になりました。歩くことはもうできない、車イス生活

になると退院後施設に入ることも提案

されましたが、地元で暮らすことを決

断して部屋を改修。その後の生活は

ヘルパーさんに支えてもらい、運動機

能はリハビリの先生の指導により少し

ずつあがり、今では歩行器で歩くこと

ができるまでに回復しています。須田

さんはみなさんのおかげで充実した

生活を送れているとお話しくださいました。そして、リハ

ビリの一環として手芸を再開、留め具のない長いネックレ

ス状のアクセサリーの「ラリエット」を主に作成、また集

めている珍しいボタンを使ってのアクセサリーづくりなど、

積極的に創作活動を楽しんでいるそうです。

今後の目標は、お墓参りに行くことと、スマホを買いに

行けるようにして、スマホを使って自分で作成したアクセ

サリーをネットで販売することなどと

笑顔でお話しくださいました。今でも

手のしびれがあり、足は釘を踏んでも

感じられないそうですが、日々努力し

趣味も続けられるようになり、毎日楽

しんで生活されています。

日介センター足立西

日介センター豊島

東武スカイツリーライン五反野駅が
最寄り駅になる足立西支店。周辺は足
立区らしい気取りのない、庶民的な雰
囲気が漂う場所です。
ご利用者の買い物で頻繁に利用する
店は大手スーパーなどですが、商店街
も数多くある地域です。
右の写真は、
毎週第４日曜
日に開催され
る、青井兵和
通り商店街の
朝市の様子
です。

どこの街にも
話題のパン屋さ
んがありますが、
足立区にもあり
ます。
足立西支店の
エリアの一番東
端に当たる、佐野に「かばのパン」と
いう、かわいいパン屋があります。お
店の中には、子どもが喜びそうな、動
物の顔型のパンや、お店おすすめのカ
レーパン、ラウンドパンがたくさん並ん
でいます。足立西支店の社員の中でも
おいしいと評判です。
今回はこれまでですが、また機会が
あればご紹介したいところがたくさん
あります。
足立区、とっても楽しい街です。

朝７時に花火の音で始まり、商店街
の道の両脇にたくさんの出店が連なり
ます。
和菓子屋さんは湯気が立ち上る熱々
のおこわを販売し、いつも大行列です。
卵LLパックが 100円になる整理券
も、６時過ぎから元気な年配者がたく
さん並んでいます。
フリーマーケットの区画もあり、老
若男女が楽しめるイベントになってい
ます。
「足立区民は元気だなあ」と取材に
行って改めて思いました。
訪問介護の買い物援助でもご利用者
から「昔よく行ったあのお店で買って
来て」と依頼されることもあります。馴
染みの店の味は、ご利用者のささやか
な楽しみなのでしょうか。

～周辺街めぐり～

意欲的にアクセサリー作りを楽しんで

ご 利 用 者 紹 介

青井兵和通り商店街の朝市風景

かばのパン

須田昌子さん 昭和27年生まれ



【あい～と】の紹介

社内研修を行っています
当社では、専門知識の習得やサービス技術向上のため
に、各支店施設社員を対象に社内で研修を行っています。
毎年始めに前年の研修状況や顧客アンケートからのご
要望、業界の流れを踏まえて研修の計画を立て、年間を
通じて様々な研修を実施しています。今年度は、「介護
保険法改正についての勉強会」、「医療知識と技術」、「口

腔ケア」等
を実施し、
今後は「虐
待防止」に
ついての研
修を実施す

る予定です。
研修当日は各支店
施設からも社員が集
まるため、研修以外
にも現場サービスの
状況や相談等、他事
業所社員同士の情報交換の場にもなって、活発な意見交
換が行われています。また、研修後は各事業所において
出席できなかった社員へ伝達研修が行われ、ヘルパー研
修にも活用しています。
今後もサービスの向上を目指し、社内の研修に取り組
んでいきます。

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

　あけましておめでとうございます。本年
も本誌をよろしくお願いいたします。
　新元号の制定される記念すべき年となり
ます。新たな年が幸多き素晴らしい年にな
りますようにお祈り申し上げます。
　次号は2019年 4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：2019 年 1月 20日

今回は年々需要が増えているスロー
プの画期的な新商品「ケアスロープ J」
を紹介させて頂きます。車いすを使用さ
れている方、歩行が不安定で玄関の上
がり框や敷居段差の乗り越えが難しい
方にはぜひとも試して頂きたい福祉用
具です。
写真の通りスロープ２台を専用ジョイ

ント台に組み合わせることで高段差や

いくつもある段差に対応できます。組み
合わせで80cmの段差も解消出来、最
長で5m70cmの長尺スロープにもなり
ます。また組み合わせると大きく見えま
すが 3つのパーツに分かれているので
運搬や収納にも優れています。
お試しやお話しだけでも構いません。
気になる方は日介センター竹の塚支店
までご連絡ください。

おすすめの 福 祉 用具
「ケアスロープ」


