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【名 称】目黒区高齢者センター

【住 所】目黒区目黒1-25-26
田道ふれあい館２階・３階（一部

【最寄駅】目黒駅より徒歩10分

【 事 業 】高齢者福祉センター

【 広 さ 】延床面積３，２３２㎡

事業所概要

春には桜が綺麗に咲き誇る目黒川沿いに「田道（でんど
う）ふれあい館」があります。その２・３階にある目黒区高
齢者センターは、目黒区でただ１つの高齢者センターです

そのセンターを４月から奉優会が
定定管理者として運営することにな
りました。目黒区では初めての拠点
となります。

【名 称】中野地域包括支援センター

【住 所】中野区中野2-17-6
中部保健福祉センター内

【最寄駅】中野駅より徒歩８分

【 事 業 】地域包括支援センター

【 規 模 】エリア高齢者数・約1万人

事業所概要

中野

包括支援
センター

弥生の園
多田

中野区では８か所の圏域に８つの地域包括支援センター
があります。その中で唯一、中野区が直営方式にて運営
ている「中野地域包括支援センター」を今年4月から

奉優会が運営することになりました
中野区における地域包括支援センター
の運営は、南中野につづき2か所目
す。（奉優会が運営する地域包括支援
センターは７か所目）

目黒

中中 野野 包包 括括

発行：奉優会
企画事業推進部には研究発表会（Ｐ４）があります～

（平成２１年３月発行）

第32号

２事業所が
仲間に加わります。

一部）

でんど
目黒区高

センターです。

4月から指定管理者となる目黒区高
齢者センターの責任者を務めることに
なりました小林健太郎です。

高福事業所を渡り歩いて、早や目黒
で４ヶ所目の勤務となる古狸でござい
ます。今回は、目黒区に１ヵ所しかな
い貴重な高齢者センターの運営に携わ
ることになり責任重大だと感じる反面、
やりがいも感じております。
今までの経験を活かし
区民の皆様から信頼さ
れるセンターを目指し
頑張りたいと思います。
宜しくお願い致します。

（センター長・小林健太郎）

が指
することにな

拠点

センター
運営し

することになりました。
センター
所目で

地域包括支援

～事業所責任者からの挨拶～～事業所責任者からの挨拶～

中野地域包括支援センターは、中野
区のちょうど中心で、中野駅のそばの
中部保健福祉センターの中にあります。

区内の地域包括支援センターの中で
も、高齢者人口が「１万人」と一番多
く、相談件数もとても多いですが、地
域の中で安心して相談できる窓口であ
るよう、地域の関係諸機関との連携を
大切に取り組んでいければと思ってお
ります。

職員数も当然多いですが、チーム
ワーク連携をモットーに
頑張っていきたいと思い
ます。どうぞよろしく
お願いします。

（センター長・染谷真治）

～事業所責任者からの挨拶～～事業所責任者からの挨拶～

目目 黒黒 高高 福福



平成21年度の事業計画
平成２１年３月２４日の理事会にて、平成２１年度（

事業計画が承認されました。新年度にむけて、法人・事業部

◆詳しい内容は、各事業所に保管されている「平成
また各事業所の事業計画の内容は、それぞれ事業所責任者

～平成２１年度の重点目標

１）一人ひとりのご利用者を理解してサービスを
２）品質向上のために互いを尊重してチーム
３）安心して働ける環境を作るために

☆法人全体☆
➢宮前ふれあいの家・霧が丘地域ケアプラザが開設
➢旭区特別養護老人ホーム整備計画にて工事開始
➢福利厚生制度「ソウェルクラブ」がスタート。
➢法人グループウェア「ＮＩコラボ」の運用開始。

～平成２０年度の奉優会はこんな１年でした～

１．地域におけるご利用者にその方らしい生活の実現
２．各事業所におけるサービスプロセスの適正化

（法令遵守）
３．ひとり一人の長所を活かし協働したチーム力

（チームアプローチ）の向上
４．安心して働き学べる教育体系を構築し「専門性」

「能力」を向上させる
５．居宅支援部門における組織体制の健全化

☆各事業部
（施設
（通所
（居宅
（高福

★ご機嫌な職場の実現★
“FOR YOU”そして“WITH YOU”
～あなたのために、そしてあなたと共に～

➢特養ベッド稼働率の安定化
➢サービス提供の高度化
➢信頼しあえるチーム作り
➢教育訓練の高度化

施設事業部 ～ 事業部長：山川純一 ～

神吉 大輔(特別養護老人ホーム等々力の家)
はじめまして、こんにちは！特養で介護をさせて頂いて

います、神吉大輔です。等々力の家に入社して約２年半に
なり、時の経つ早さをしみじみ感じています。

映画「おくりびと」の影響で納棺師という職業に対する
世間からのイメージが大きく変わったように、介護職につ
いても、やりがいや楽しさをもっと日本中の人から知って
もらえるような、なにか（映画とはいいませんが）が出来
ればいいな、と最近強く思っています。

今後は今以上に、職員もご利用者もみんな自分らしく、
のびのびと毎日を送ることができるように日々頑張ってい
きますのでよろしくお願いします！

職 員 リ レ ー ト ー ク

➢ＳＳベッド稼働率の向上
➢行事余暇活動の週１度開催
➢真に連動する組織構造
➢人財重視

居宅事業部 ～ 事業部長：西啓三 ～

事業計画がスタートします
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）の
事業部・事業所の事業計画を確認しましょう！

１．個別計画の内容充実とサービス連動の促進
２．情報伝達体制と、加算体制の見直し
３．安定した事業運営（尊重）を目指し、

事業所責任者層の育成を行う
４．介護度改善状況の検討と、認知症対応型

通所介護事業所の安定

１．関係機関との信頼を高め、連携事業を増加させる。
２．事業評価を確実に行い、質の高い事業を展開する。
３．地域連携（貢献活動）を行い、多くの方に利用

いただける（有益な）事業所となる。
４．事業部内教育体制を構築し、安定した運営に

つなげる。

平成２１年度事業計画」をご覧下さい。
事業所責任者にお問い合わせください。

重点目標（定性目標）～

してサービスを提供する。
してチーム力向上を目指す。

るために教育体系を見直し実施する。

～

各事業部☆
施設）個別計画に基づいたサービス提供が強化された。
通所）認知デイ開始（２か所）サークル活動が拡充。
居宅）一人ひとりのご利用者を理解したサービス提供が強化。
高福）障害児、子育て支援活動開始。前期高齢者の参加増大。

岡本 俊(弥生デイサービスセンター)

ク （ 施 設 ・高 福）

はじめまして、弥生の園デイサービス介護職の岡本
俊と申します。等々力デイから異動して10ヶ月が経ち
ました。新しい環境と新しい刺激に日々、一喜一憂し
ております。今後は弥生の園のパワリハの活性化を図
り、中身の濃いパワリハを提供していこうと思います。

現代の「侍」を目指し、合気道を嗜んでおります。
敬老会などの企画で演武をさせていただいております。
何かの機会にご協力できれば幸いです。ぜひ、ご一報
いただきたく思います。

通所事業部 ～ 事業部長：平林孝浩 ～

高福事業部 ～ 事業部長：平林孝浩 ～



新入社員・入社して

早いもので昨年4月に入社した職員も1年が過ぎ、来月からは
に入社した新入社員の「この1年間を振り返り」と「今後

芝山 智浩(特別養護老人ホーム 等々力の家）

鈴木 章子(デイホーム宮前ふれあいの家）

新しい事業所責任者の紹介

岡村 一奈
(堀江高齢者福祉センター）

多和田 真吾(奥沢地域包括支援センター)

経歴だなと思いますが、どれも素晴らしい経験になっ
ています。特に、包括支援センターにきてからは、
「思い」だけでなく「経験に基づいた知識」が重要だ
なと感じました。また地区イベントの参加も多く、
「地域包括」の意味も少しは分かってきました。今年
も仕事に対して「やります」を口癖に沢山の経験を積
み重ねていこうと思います。

職 員 リ レ ー ト ー ク

今年で入社して３年目ですが、相談員、施設ケアマネ、奥沢あんす
こと、わずか2年間で３回の辞令をもらい、我ながら落ち着きのない

入社して早くも一年がたちました。こ
の一年学ぶことがたくさんあり、日々勉
強でした。
業務の中で失敗などたくさんありました
が、優しい先輩方が指導してくれたおか
げで、なんとか一年続けることができま
した。職場の雰囲気もとてもよく、毎日
楽しく働いております。

この一年で学んだことは、常に死と隣

昨年の四月に入社してから、早いもので
一年が経とうとしています。宮前ふれあい
の家に配属され右も左もわからない状態で
したが、職員の方々のご指導の下、日頃か
ら多くのことを学ばせて頂いています。

ご利用者からは元気をいただくだけでな
く、長年の経験から培ってきた考え、教訓
など、多くのことを学ばせていただき、

感謝の想いです。クリスマス会の際、私の下手なダンスを利用
者さんが褒めてくださった時はとても嬉しかったです。まだま
だ未熟なことが多いですが、ご利用者に安心して過ごしていた
だけるよう、喜んでいただけるよう努力していきます。

り合わせだということです。働いていく中で、常に意識して
いかなければな、と思います。

これからは、1人1人のご利用者との関係を深め、いいケ
アをできるようにがんばりたいと思います。

はじめまして、岡村一奈と申します。3月か
ら堀江高齢者福祉センターの責任者になりま
した。福祉の世界に入ってから、最初に携
わったのが訪問介護で、その後、奉優会にて
『等々力の家』で生活相談員を経験し、2年前
にこの堀江高齢者福祉センターに異動になりました。知らないこと
がたくさんありますが他の職員がしっかりしているので支え、助け
られております。

こちらのセンターは30年以上の歴史があり建物は古いですが、
温かみのあるセンターづくりを目指していきたいと思っています。
私たちの取り組みによって高齢者の方々のＡＤＬ・QOＬの低下を
防止できるよう頑張っていきます。

して1年となります

からは先輩の立場となります。今回は、今年度（昨年4月）
今後の抱負」を紹介します。

山方 麻里奈(特別養護老人ホーム等々力の家）

髙栁 杏里(等々力の家 訪問介護ステーション）

菅野 恵(豊玉高齢者センター)

はじめまして。豊玉高齢者センターの菅野恵です。
昨年からデビューした花粉症にも負けず、４ヶ月にな
るものすごくかわいい愛犬と散歩をするのが趣味です。
私の座右の銘は「思い立ったが吉日」、年々重くなっ
た腰をヒョイと上げていろんなことにチャレンジして
いきたいです。

元気な利用者さんにパワーをいただき、ゆかいな仲
間たちと共に元気で楽しいセンターを目指しがんばり
たいと思います。

ク （ 施 設 ・高 福）

仲町デイが月間デイに掲載

入社してあっという間に１年が経ち
ました。利用者様の笑顔に毎日元気を
もらい、私自身も笑顔で毎日頑張るこ
とが出来ています。

学生の頃は、寝坊、遅刻の常習犯だ
った私ですが、入社してからは、一度
も遅刻することなく、自分で起きれて
います。（当たり前の事ですが！！）
社会人として少し成長できたのかな、
と思っています。

これからは、もう「１年目」ではありません。「１年目だ
から・・・」という気持ちは捨て、でも初心は忘れず、ご利
用者の幸せの為に頑張っていきたいと思います。

等々力の家訪問介護ステーションに配属さ
れ、早くも１年が経ちました。訪問介護につ
いて何も分からないまま始まったこの１年で
すが、上司をはじめ指導して下さる先輩方に
恵まれ、ヘルパーの皆様の支えがありなんと
かサービス提供責任者として成長する事が出
来ました。

まだまだ、知識や経験が足りず支えが必要
な半人前ではありますが、笑顔を絶やさず、関わった方に笑顔に
なって頂けるようなサービスを提供していきたいなと思います。
この１年間支えて下さった職場皆様には本当に感謝しております。
２年目も引き続き頑張りますのでよろしくお願いします。

仲町デイと仲町高齢者福祉センターのご利用者様が一
緒に作成した「お神輿」を、月刊デイ（㈱ＱＯＬ発行）
に応募したところ、なんと入賞！することができました。
このお神輿は段ボールを素材ですが、とても本格的で、
仲町のイベントでも重宝されています。



横浜市旭区・特別養護老人ホーム

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

特別養護老人ホーム等々力の家特別養護老人ホーム等々力の家

【【渡辺様渡辺様】】 シルバーカー、ポータオブルトイレ
介助用車椅子、医療用吸引機

【毛利様】 収納ボックス

皆様から多くのご寄付をいただいております

旭区特別養護老人ホームの計画が順調に進んでいます
２月末に第１期造成工事が終了し、土台が完成しました
元々は荒地であった計画地は、造成工事により、整然

た土地に生まれ変わりました。
そして３月２日に行われた「建築工事の入札」により

鉄建設が建築を担当することに決まりました。そして
８日には現地で地鎮祭を行い、香取眞惠子理事長をはじめ
０名にて工事の安全を祈願しました。

建築工事は、今月（３月）から平成２２年２月まで
ます。そして１年後の平成２２年４月には、いよいよ
なる予定です。

➢➢計画概要計画概要
《場所》横浜市旭区川井宿町69-1他 （横浜線中山駅からバス
《規模》特別養護老人ホーム90床、ショートステイ10床

７回忌を行いました

「奉優会・事例研究発表会」を３

霧が丘地域ケアプラザ霧が丘地域ケアプラザ

【【有光様有光様】】 花器１０点

特別養護老人ホーム等々力の家で亡
くなられた方の７回忌を、常在寺にて
行いました。

７回忌には、香取眞惠子理事長をは
じめ、親しかった方もお越しになり、
偲びました。

平成２０年度の「奉優会・事例研究発表会
を、来る３月２９日（日）１３時
『三茶しゃれなあど・オリオン集会室
行います。

発表では、施設・通所・高福の
び介護技術研究会の方々が、それぞれの
成果を発表します。

発表会の後には、参加者全員による
行われる予定です。

奉優会の・奉優会による・奉優会
発表会。皆様の参加をお待ちしています
（参加は無料です。参加には事前申込

詳しくは各責任者にお問い合わせ下

デイホーム野沢デイホーム野沢

【【Ｋ様Ｋ様】】金１０万円金１０万円

春は出会いと別れの時期ですね。…3年にわたり誌面作成の主担
当をしていましたが、今回にて担当を卒業することになりました。
これまでご愛顧いただき、ありがとうございました。引き続き、
今後のフォーユーもお楽しみに！（私も楽しみにしています）

《次号は５月末に発行する予定です》

ホーム整備計画 ～ＶＯＬ．２～

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ インフォメーション

をいただいております

んでいます。
しました。

整然とし

により、相
そして、３月

をはじめ１

まで行われ
いよいよ開所と

からバス10分）

建物の土台にあたる
部分の整地状況

前面道路から建物
へのアプローチ

地鎮祭にて（左から３
番目が香取眞惠子 理事長） 完成イメージ

３／２９（日）に開催します！

～ご寄付をいただきありがとうございました～

写真左より、シルバーカー、ポータブルトイレ、介助用車椅子
医療用吸引機、花器１０点、収納ボックス

旭区建設にかかる写真等

編集後記

「三茶しゃれなあど」周辺地図

東急線・三軒茶屋駅の北口より徒歩１分
住所：世田谷区太子堂2-16-7 電話：3411-6636

事例研究発表会」
時３０分より、
集会室』にて

の各事業部およ
それぞれの活動の

による交流会も

奉優会のための
ちしています！
事前申込が必要です。

下さい。）


