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「小規模多機能サービスすこやかの家 業平」から「複合型サー
ビスすこやかの家 業平」に変更になり半年が経過しました。複合
型への変更に伴い、小規模で従来提供してきたサービス「通い・訪
問・宿泊」に加え必要に応じて「訪問看護」を提供できるようにな
り、医療ニーズの高い利用者様の利用も可能になりました。現状と
して今現在、訪問看護を必要としている利用者様の登録はありませ
んが、今後必要になった際には介護、医療を別の事業所がサービス
を提供するよりも、複合型サービスに配置された介護支援専門員に
よるサービスの一元管理により、利用者様のニーズに応じた柔軟な
対応が可能になります。
職員体制は複合型の介護職員 7 人、所長が介護支援専門員を兼任
しています。加えてすみれ訪問看護の看護師 6 人と連携をとってお
り、看護師さんが毎日利用者さんの顔を見に来てくれたり、健康相
談をしてくれたりしています。家庭的な施設の雰囲気は変わらず、
利用者様の昼食作りにも精がでます。日頃から持病の事で悩みを抱
えている方も多いので相談できる看護師さんがいつもいるのは心
強いという声が利用者様や御家族からだけでなく介護職員からも
聞かれます。
まだまだ経験の浅い施設ですが、複合型サービスの特徴を発揮し
利用者様がいつまでも住み慣れた自宅で生活が続けられるよう支
援していけたらと思います。スカイツリー見学の際は是非見学に来
てください。お待ちしております。
所長 長谷川 浩司

「自衛消防訓練審査会」とは、消火活動の正確さや
時間などを競い合う防災技術の大会です。地域の病院
や介護保険施設、他に一般企業も多く参加しており、
葛飾やすらぎの郷自衛消防隊も毎年参加しています。
私、小林は３年連続の出場となり、今年は併設の新
宿在宅サービスセンターの伊東職員と参加しました。
審査会は 8 月 12 日（月）最高気温３５度の水元
公園駐車場で行われました。熱中症も懸念される中、
伊東職員との息の合った動きは他の隊を圧倒。
「葛飾
やすらぎの郷自衛消防隊」は、悲願の初優勝を成し遂
げました。写真は優勝が決まった後、金町消防署 會
田署長と一緒に撮った記念写真です。
この結果に慢心することなく、これからもご入居者
様の安全を守るため、日々訓練に励んでいきたいと思
います。
特別養護老人ホーム葛飾やすらぎの郷
介護支援専門員 小林 侑人

第 27 号

住みなれたまちで

みなさんこんにちは、デイサービスセンターすこやか
の所長 江川慎吾です。写真に載っているのは、長男の
きっぺい

『桔 平くん』です。将来立派な介護職に育てるため、年
に数回デイに連れてきています。そんな私ですが所長に
なって４年目を迎えて、日々奮闘しております。
施設は明るい職員と元気な利用者様に支えられ、葛飾
区で一番？いや日本で一番？雰囲気の良いデイサービ
スです。
仕事に対してのモットーは『利用者様にまた来たいと
思っていただけるデイ』を合言葉に全員で取り組んでい
ます。施設運営はひとりでは、できません。そのためデ
イすこやかの個性豊かな職員には日頃から感謝してい
ます。この場を借りて皆さんに『ありがとう』と言わせ
てください。そしてこれからも『よろしくお願いします』
皆でデイを盛り上げていきます。
事業所で大切にしていることは『季節感』です。春は
桜の花見、夏は堀切菖蒲園、納涼祭、秋は運動会、敬老
会、冬はクリスマス会、正月の柴又帝釈天など、あっと
言う間に１年が過ぎてしまいます。
また、地域との交流を大切に考えています。敬老会は
『本田中学の吹奏楽』クリスマスは『青戸中学の吹奏楽』
を招いてコンサートを開いています。中学生の純粋なま
なざしと演奏を聴いていると、感動して涙を流す方が多
くいらっしゃいます。
これからも『デイすこやかに携わるみんなが楽しいと
思える場』を作れるように努力していきます。あと『桔
平くん』をスーパー介護職にすることが目標です。以上
です。

2013 年 11 月 1 日

今回は、入職して半年、馬渡さん家の濱内 崇臣（は
まうち たかおみ）さんに聞きました。
Q. 利用者さんと接する中で、嬉しいことは何です
か？
A. 仕事をしている際、利用者さんに名前で呼び止め
られるときが嬉しいです。
送迎時、車の乗り込みを手伝っている時に利用者
さんから「またここに来たいわ。
」と言われた時
は、なんだか気持ちがホッとして嬉しいです。
Q. 仕事で大変なこと、苦労していること等はあり
ますか？
A. 入職当初、私は料理が全く出来
ませんでした。ですが馬渡さん
家に入職してからは、先輩職員
からアドバイスを頂いて少し
ずつ料理が出来るようになり、
今では冷蔵庫内にある食材を
見てメニューを考え、料理が作
れるようになりました。
また、介護は動くだけだと思っていましたが、
記録や書類関係を作成することもあり、介護業務
が出来るようになった反面、他にも覚える仕事が
増えてきて大変です。
Q. 仕事をする上で、心がけていることは何です
か？
A. 入浴業務、夜勤業務で普段お話が出来ない利用者
さんともコミュニケーションをするように心が
けています。
Q. 今後の夢や目標は何ですか？
A. 今後の夢は、馬渡さん家で学んだこと、教わった
ことを後輩に限らず色々な人にアドバイスでき
るようになることです。そのために、馬渡さん家
で色々なことを学び仕事に励みたいです。
インタビュアー 瀧澤 優子
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今年の介護活動交流集会は 11 月 10 日に開催され
ます。取り組みを通して学び合い、刺激し合いましょ
う。皆様のお越しをお待ちしております。
私たちの学童保育では遊びの時間に、子どもたちが
自由に作り物をすることができます。
その作品の一部をご紹介します。
６年生の K くんが作ったの
は、たまごっちのキャラクター
のマスコット。いつも見ている
キャラクターの本から、自分で
作りたいキャラクターを選ん
で、
「これ作りたい！」と作り始
めました。高学年なので、学校
から学童へ帰ってくるのが遅
く、学童で過ごす時間は短いの
で、何日もかけて作っていきま
した。みんなにも見てもらいた
くて、学童の玄関先に飾ってい
ました。

第一部

東都保健医療福祉協議会
名誉議長 増子 忠道 氏
「ケアワーカーの役割とこれから期
待すること」
第二部

２年生の I ちゃんが作ったの
は、フェルトで作ったポシェッ
ト。フェルトの色選びから始ま
って、自分で糸を通して、縫っ
ていきました。小さなリボンを
縫い付けた後、別の日に学童で
作っていた名前のイニシャル入
りのミサンガをお母さんにくっ
付けてもらって、世界でたった
１つのポシェットです。
お気に入りなので、毎日学童
の時間ずっと肩からかけて過ご
しています。

記念講演

各事業部 演題発表

①「やすらぎの郷チャリティバザー」
②「柴又花火観覧のつどい」
③「若葉コンサート」などの主催事業と
すこやか福祉会や東都保健医療福祉協議会の
各種行事に参加して、法人を支援しています。

年会費「1,000 円」
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実りの秋を迎え、ビールが一段と美味しい季節とな
りました♪ビールの世界市場のシェアは 50%以上
がヨーロッパで占められています。トップ 4 はベル
ギー、イギリス、オランダ、デンマーク（ちなみに 5
位は中国）
。漢字表記にするとそれぞれ、
「白耳義」
「英
吉利」
「阿蘭陀」…と続きます。
では、ヨーロッパの次の国を漢字表記にすると、そ
れぞれ次のうちどれでしょう？

Q1.デンマーク
① 出巻
② 伝印
③ 丁抹

特別養護老人ホーム 葛飾やすらぎの郷の元気印！
本島 重雄（もとじま しげお）さんをご紹介します！
入所されてから約 1 年半が経ちます。テレビが好き
で、いつもテレビの前でにこにこしています。
19 歳の時にトロッコから転落し、右足を切断。その後
は片足で生活を送っています。
「ずっと片足だよ。片足じゃすごく不便だよ。でもな
んでも出来るよ～ははは！」と笑顔で答える本島さん。
片足でお風呂に入ったり、ベッドに移ったりと、本当
になんでも片足で出来てしまう本島さんです。
好きなものは将棋とギター。
「将棋は強いよ～。負けないよ！ギターは“禁じられ
た遊び”が弾けるんだ～！」と。
今度、本島さんに“禁じられた遊び”を弾いてもら
おうと思います。
ベランダを周るのが好きな本島さん。暑い日も寒い
日も雨の日も…ベランダをくるくると回っています。
夏はこんがり日焼けしています（笑）
。
車椅子の漕ぎ方は、まるでオリンピック選手！やす
らぎの近くを通った際には本島さんに出会えるかもし
れません（笑）
帽子がトレードマークの本島 重雄さんでした！
特別養護老人ホーム
葛飾やすらぎの郷
生活援助員 鄭 允枝

Q2.アイスランド
① 愛巣島
② 氷島
③ 亜伊西島

【クイズ応募のきまり】
◆ ハガキまたは FAX で
≪氏名・住所・広報誌の感想を明記≫
◆ 商品：抽選でクオ・カードを贈呈
◆ 締切：2013 年 12 月 27 日（必着）
◆ 答え・当選者発表：次号紙面にて

〒120-0023

足立区千住曙町 4-16

「すこやか福祉会 事務局 クイズ係り」
FAX：03-5813-9252

【前回の答え】
①

○

ご応募いただくと高確率
で景品が当たりますよ

第 2 回アトリエ大賞のエントリーが終了し、現在、
支援する会により審査中です。たくさんのご応募あ
りがとうございます。
受賞発表は新年号で行います。お楽しみに～
本部事務局〒120-0023 東京都足立区千住曙町４－１６
TEL 03-5813-9251

FAX 03-5813-9252

URL すこやか福祉会 http：//www.sukoyaka-fu.or.jp
URL ファミリーケア http：//www.family-care.co.jp

