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平成30年度の取組み
※中長期計画の見直し・
　　　　第２次中期計画の策定(平成30・31・32年度)
　① 教育保育部門の充実
　② 高齢者部門の充実
　③ 人材育成・経営基盤・地域貢献の充実　
　④ ①②③の方針と方向性の策定
※３０年度事業
　① 養護老人ホーム鴨来荘の第三者評価受審
　② 接遇力向上研修・外部専門研修（147名）への参加奨励
　③ 国家資格取得の奨励（５名）
　④ 働き方改革とキャリアパス構築
　　　　　　　　　　 等の取組み（転換制度・正規職登用）
　⑤ しらさぎ苑老朽化対応の方向性について論点整理
　　　　　　　　　　　　　　等に取組んで参りました。

令和元年度の方針
☆経営の機軸「利用者満足」・「職員満足」・「法人満足」・
　「地域貢献」に法人創立40年、新年号のスタートを契機
　に「自立」を加え、今年度も粛々と歩みます。

　① やすぎ福祉会創立40周年の集い（令和元年９月29日）
　② 人口減少社会への対応
　③ 地域包括ケアシステム構築に向けての取組
　④ 人材育成・定着への更なる取組み
　⑤ しらさぎ苑改築に向けての基本構想の樹立　
　　　　　　　　　　　　 等を重点目標とし取組みます。

常務理事　高橋美知夫
ふたばこども園 園長　西村隆是

　地域密着型のデイ
サービスになり２年目になります。
　当センターは普通乗用車３台でご利用者の送迎を行っていま
す。春は苑庭の桜も綺麗でしたが、送迎の際、ちょっと遠回り
して絣センター前や三日月公園を通ったり、去年は紅葉狩りの
ドライブをしたり、送迎も四季折々のうつろいを感じていただ
ける大切な時間と考えてサービスしています。
　皆さんの一番の楽しみである源泉かけ流しの入浴、毎回満足
していただいています。これからも笑顔あふれるデイサービス
をお楽しみください。
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　鴨来荘の玄関に入ると正面になんだか不思議な部屋が目に入って
きます。この部屋は窓で仕切られ、中には大きめの鏡が３枚壁に掛
けられています。この部屋の正体は…、鴨来荘自慢の理髪室です。
　本物の理容室のような椅子やタオルスチーマー等があり、なかな
か散髪のために外出することが出来ない入所者のために理容組合様
が定期的に散髪・顔そりのサービスに来て下さっています。
　入所者の皆さんも理髪の日を楽しみにされているようで「今月の
散髪の日はいつだぁ？」と職員に聞かれる姿をよく見かけます。い
くつになっても身だしなみって大切ですものネ♥

　昨年９月26日に第10回地域交流グラウンドゴルフ
大会を開催し、251名の選手に競技を楽しんでいただき
ました。 男女の個人優勝は坂田己吉さん（広瀬）、千代原
信子さん（安田）でした。
　また、10月14日は「しらさぎふれあいまつり2018」
を夢ランドしらさぎとの共催でふれあいプラザ館内及び
駐車場を会場に開催し
ました。 約450名のお
客様に来場していただ
き、健康ウォークラリー、
介護予防講座、屋外コ
ンサートステージ等、
多様な催しで楽しんで
いただきました。
　そして、今年５月４日には第33回地域交流ゲートボ
ール大会を開催。 12チーム69名の選手に参加していた
だきました。 心地よい晴天の中、各チーム、白熱したゲー
ムを楽しみました。 総合優勝はフレンドチーム、準優勝は
恵美須チームに輝きました。 皆さん、ご参加ありがとう
ございました。
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　ふたばこども園には芝生の広い園庭、そして畑広場が
あります。
　この季節になると緑も増えて、子ども達も開放感を感
じながらのびのびと芝生の上を気持ちよさそうに走って
います。畑にはタイヤ山を始め広い芝生の広場があり、
タイヤ山に登ると思わず「やっほ～！」。気持ちもウキ
ウキです。芝生の広場では、てんとう虫やダンゴ虫、ハ
サミムシなどの小動物に触れたり、タンポポを摘んで「お母さんに見せてあげる」という会話に心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　が和む場面でもあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そして畑には、子ども達と話し合って決めた野菜が植わ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　っています。自分たちが育てたい野菜だけにお世話に一生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　懸命です。「（トマト）葉っぱはトマトの匂いがするよ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　と年長児が年下児に教えます。年下児は「ほんとうだぁ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　と喜びその葉っぱを大事そうに持って歩き、時々匂ってい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　る姿がかわいらしいです。そうした体験の積み重ねが子ど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　も達の知恵や刺激となりつながっていくようです。自然を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　身近に感じその中でのびのびと子ども達が主体的に動く力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　や育ちを大切に支えています。

　５月18日（土）米子の弓ヶ浜公園に親子遠足に行きまし
た。公園に向かうバスの中で「この子は３人兄弟の真ん中
で、二人で出かけることがないので、今日を楽しみにして
きました。」「朝４時に起きてお弁当を作りました。」な
ど保護者さんのお話を聞き、お子さんとの遠足を楽しみに
されていたことを感じました。公園には、大型の固定遊具
や砂場、グランドは一面の芝生があました。
　公園に着くと早々に子ども達は、滑り台、迷路やアスレ
チックなどいろいろな遊具を組み合わせた固定遊具に走っ
ていきました。お父さん、お母さんも子どもたちと一緒に
汗だくで遊んでおられました。小さい子は砂場で遊んだり、
ブランコを押してもらったり、お父さん、お母さんと一緒
に遊べる遊具を探して回ったり、ゆったりと関わってもら
い遊びを楽しんでいるようでした。
　親子では勿論、他の親子さんとも話をしたり、一緒にお
弁当を食べたり交流される方がたくさんおられました。ど
の子も満足している様子で嬉しい一日でした。
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　今年４月からお掃除ロボットのしろ
ちゃんが仲間入りし、お手伝いをしてくれています。ご利用
者の前には恥ずかしくて出て行きませんが、ご利用者がお帰
りになるとフロアを走りまわっています。段差のないフロア
という事でしょうか、玄関から脱走したり、浴室に向かった
りと目が離せないところもかわいいところです。いろんな面
でこれからＡＩに助けてもらう時代の先駆けでしょうか。
　当事業所はご利用者の男女比もほぼ５：５と、男性のご利
用者に同法人の他デイサービスに比べ多くご利用いただいて
います。
　　　　　　　　　　　　　　　　これからも当事業所を利
　　　　　　　　　　　　　　　用されることで出会えたご
　　　　　　　　　　　　　　　利用者、職員共々ご縁を大
　　　　　　　　　　　　　　　切に人とのぬくもりを感じ
　　　　　　　　　　　　　　　ながら、笑顔（免疫力アッ
　　　　　　　　　　　　　　　プ）で楽しく過ごしましょ
　　　　　　　　　　　　　　　う。表情が豊かであることが
　　　　　　　　　　　　　　　認知予防といえましょう。

　春になるとしらさぎ苑周
辺の桜が綺麗に咲き、毎年
ご利用者の皆さんと外へ出て
花見を楽しんでいます。春
に限らず、季節に合わせた
行事を企画し、ご利用者の
皆さんに充実した日々を過ご
していただいております。
　また、苑内の行事だけでなく、ご利用者の皆さんの
希望に合わせ、外出を企画しています。買い物や食事
に出かけたり、本を借りに図書館に行ったりと、皆さ
んの希望に出来る限り沿えるよう、職員だけでなく、
ご家族の皆さんの協力も得ながら調整しています。も
ちろんご家族とご利用者での外出・外泊も、ご希望に
合わせ楽しんでいただけるよう支援しています。
　最後に忘れてはいけないのが、しらさぎ苑と言えば
温泉です。また、マッサージやリハビリも充実していま
す。このようなことが、しらさぎ苑のご利用者の皆さ
んの楽しみであり、欠かせないものとなっています。

　利用者の皆さんが楽しみにしておられる行事の一
つに、外出支援があります。２～３人の少人数でお
出かけをしています。皆さんの希望に合わせて行先
もカフェから和食処、ラーメン店、バイキング、道
の駅そして人気の回転ずしと幅広く出かけていま
す。普段は、あまり食べない方も、目の前のごちそ
うに食欲も増して、お腹いっぱい食べられます。
　外出支援の目的は、気分転換を目的としています
が、もうひとつ、社会性の活性化を引き出す目的も
あります。メニューを決めたり、自分で会計をした
りと「わからんけん、職員さんあんた払って！」と
言われる方には、一緒にお財布をのぞいて、お手伝
いをしています。みなさん上手に持っている範囲内
でお支払いが出来ています。「今度は、〇〇が食べ
たい。」と次の回を楽しみに待っておられます。な
るべく年1回はいけるよう調整しながら今後も行っ
ていきたい行事です。

　介護保険制度が始まる前から安来市の在宅介護に関す
る相談機関として事業を行ってきました。その後、介護
保険制度が導入され、現在はご利用者やご家族、主治医
や医療機関、多種多様なサービス事業者と連携を取りな
がらケアプランを作成するのが主な仕事になっています。
　可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生
の最後まで続けることが出来るように支援が出来たらい
いと日々思いながら職員は今日も頑張ってご利用者やご
家族の訴えに耳を傾け
ています。
　お困りのことがござ
いましたら、ご相談を
お受けいたします。
お気軽にご連絡くださ
い。

　今年度も「素敵な笑顔とまごころで
充実したサービスを届けます」をスロ
ーガンに８名のヘルパーが在宅を訪問
しています。
　ヘルパーの仕事は幅広く、状況に合
わせて臨機応変に対応する事もありま
す。だからこそ、ご利用者ご家族も安
心できるのだと思います。
　ヘルパーが一方的に仕事をするので
はなく、ご利用者の残存機能を活かし
ながら少しでも在宅での生活が続けら
れるように今後も支援していきたいと
思っています。

　ひだまりの里は令和元年５月で５年目を迎えま
した。時季に合わせた食材や節句に合わせたクッ
キングや行事や外出を計画し皆さんで楽しんでい
ただいています。もちろん、家での生活を支える
ため「訪問」「通い」「泊り」の３つのサービス
を上手に組み合わせ、地域への視点を
忘れずに支援を行っています。
　これからも、「ひだまりを利用して
よかった！」といってもらえるよう職
員一同で努力してまいります。

　ひだまりの里ふべは３年目を迎えました。
布部・宇波・西比田を中心に活動をしており、
ご自宅を訪問することが多く、お薬の確認や家
事等をご利用者と一緒に行い、家での生活を支
える支援を行っております。
　四季折々の風景を見に出かけたり、近年は布
部交流センターのイベントに皆さまの作品を出
展させていただき腕を披露しております。これ
からも地域とのかかわりを大切にし、地元に根
付いた場所として皆さんに愛されるよう活動を
していきたいと思います。

ひだまりの里ひだまりの里

ひだまりの里ふべひだまりの里ふべグループホーム かもグループホーム かも
所長　松本優子

　その人らしい暮らしの継続が出
来るよう、家庭的な雰囲気の中、
食事の盛り付けや洗濯物干し、畑
やプランターの水やり、ちょっと
そこまで近所を散歩したり、何気
ない日常の支援を大切にしており
ます。
　また、日々のレクリエーション
や行事や外出等のイベントでは、
皆さんの笑顔や笑い声が響き皆さ
んの楽しみとなっております。特
に、夏祭りでは、職員による屋台
やダンスは、ご家族の皆さんにも
好評で、地域の子どもたちとの交
流が、ご利用者の皆さんのパワー
の源になったようです。
　今後も職員一同皆さんの笑顔が
引き出せるよう支援していきたい
と思っています。

　ソレイユグループホームを開所して３年目を迎えました。桜の花見
の計画をしているとご利用者の皆さんから「いいねぇ」「弁当持って
行くといいわぁ」と花より団子の方に話が変わっていきます。いざ花
見に行くと「いいわぁ」「きれいだねぇ」と言ってくださいますが車
に乗ってソレイユに帰る頃には認知症の為、何を見たのか忘れておら
れるご利用者もおられ
ます。でも、桜を見て
「きれいだね」と感じ
てもらえるだけでいい
のです。その時、その
時が良ければ…。職員
はその時の笑顔がうれ
しいのです。
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　今日も元気な歌声が聞こ
えてきます。昔懐かし歌声喫茶？スナック？のような
…。楽しそうな歌声や勝負を決めるゲーム。普段は物
静かな方も勝負となると意気込みが違って真剣です。
笑い声や他ご利用者を応援したり、和やかです。また、
個別機能訓練を熱心にされる姿も見られます。心身共
に、この健康づくりが若さを保つ秘訣のようです。




