
9月よりかわいの家準備室が設置され、室長として着任
今回は、皆様にかわいの家開所準備についての進捗報告をさせていただきます

現在、準備室では開所までに必要な項目を明確化し、工程表
会議を開催しております。（皆様のご指導ご協力もあって
す。）

建物については居室を含めた内壁や床面の工事から外壁塗装
んでおり、職員の採用状況は11月10日現在で4月に必要
となっております。

サービスプロセスや事業計画についても皆様との意見交換
成を行っております。かわいの家では「選べる個性生活」
アプローチを考えております。今までの経験からも、一般的
方々は重度の「身体介護」「認知支援」を必要とされるケースが
「ニーズ（望み）」を明確化する事も容易ではありません
ですから、かわいの家ではユニットケアの手法（ハード・ソ
フト）を活用しながら日常の様々な面から「選べる」機会
増やし、選ぶ事を通じてその方（ご本人様）の好みや拘りを
共有させていただき、真の生活ニーズの充足へ努める事で
「人生のやり残しゼロ」の実現を目指そうと考えております

今後も皆様からのご指導ご協力がいただけますよう、どう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

今回は、来年4月開所予定の「かわいの家」と事業所で行われたイベントの

施 設 概 要

２１年１１月現在の建設状況！
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われたイベントの様子を特集いたします！

かわいの家
準備室

室長 西 啓三

【３階】特別養護老人ホーム40床（4ユニット）
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【２階】特別養護老人ホーム３０床（３ユニット）
ショートステイ１０床

【１階】特別養護老人ホーム2０床（2ユニット）
厨房・事務所・ボランティア室・会議室等
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はじめまして。等々力の家に勤務し
て1年8ｹ月が経ちました。
入社前に一度見学をさせていただい
た時に施設全体が明るくて、職員も
笑顔で挨拶をしているのがとても印
象的で自分もここで働きたいと思い

ました。めでたく等々力の家の一員になれたことを
今でもとてもうれしく思っています。相談員として
まだまだ勉強をしていかなければならないことが多
いのですが、色々なことを経験して成長していけた
らと思います。
☆元気の秘訣は「食べること」「笑うこと」です。
どなたかいいダイエット法を知っていたらぜひ教え
てください！！

丸山 めい （等々力の家）

イベントのの

霧ヶ丘デイでは、「音
種」さんのコンサート、「江

戸かっぽれ」と地域のコーラスグ
ループによるコーラスを実施！職
員によるフラダンス披露もありま
した。

敬老のお
センター二階

遊びにきてくれたり
ティアさんにも来
真は江戸前かっぽれの
さんです。

10月の3

大運動会が行
がデイサービスの
も大盛り上がりです
て、仮装や振り付
て笑いあり、（笑
みなさんとて
も元気に参加
して下さいま
した。

リレートーク

敬老会では、小中学生の
太鼓ボランティアが来てくれ、

ご利用者と一緒に太鼓を叩いたり、
楽しい一時でした。また、くす玉で
ご長寿の方を表彰させていただきま
した。

今年の敬老祭は、日本舞踊
に社交ダンス、どじょうすく

いに阿波踊り、最終日には本格
ジャズバンド演奏！二人羽織では
世にも恐ろしいメイクの男性職員
が出没しました！

敬老祭では
地元のボランティアさん

にご協力いただき
日本舞踊と和太鼓
による日本舞踊を
きました。

所 事 業 所 の イ ベ ン ト

渡部 真純（仲町高齢者在宅サービスセンター）

早いもので奉優会に入社して約5年半
が経ちました。デイホーム野沢にて4
年半、11月にて仲町高齢者在宅サー
ビスセンターに異動して1年になりま
す。まだまだ日々勉強です。私情で
すが今年の2月に結婚を致しました。

結婚をきっかけに改めて家族という存在を考えるよ
うになりました。父母も、もうすぐ還暦を迎えます。
今後団塊の世代の方々が介護保険を使用していくか
と思います。家族の方が安心して受けられる介護を
実践したいと思います。仕事もプライベートも笑顔
で楽しくをもっとうに頑張っていきたいと思います。
宜しくお願い致します。

イベントの様子

のお祝いとして、
二階の保育園児たちが

びにきてくれたり、様々なボラン
来て頂きました。写

っぽれのボランティア

3日間、恒例の

行なわれました。我
がデイサービスの運動会は応援合戦

がりです。皆一丸となっ
付けをしたり、そし
笑いすぎて）涙あり。

リレートーク

今年の敬老会は、邦楽の演奏家に来
て頂き、『三番叟』、『さくらさく
ら』など演奏して頂きました。「ま
た来てほしい！」とご利用者にも大
好評でした。おやつは「きんつば」
を食し、和の世界を楽しみました。

では、日替わりで
のボランティアさん達

いただき、阿波踊り・新
和太鼓そして、子供達

を披露していただ

恒例の「巣鴨お買い
ものツアー」＆とげ抜き地蔵

の参拝に行ってまいりました。皆様
夢中でお買い物を楽しむ姿を見て、
「え・・それなら高円寺でも売って
るんじゃ・・」とは間違っても言え
ないですね。みんなで買い物するの
が楽しいんですよね！

今日だけは
怒るな
心配するな
感謝して
業を励み
人に親切に

ご利用者が敬老会で信条をお話
してくださいました。



通所では
寿司を握って

がっていただきました
ハンドマッサージ・
マッサージ・似顔絵等
敬老祭になりました

岩井 季志江（弥生高齢者福祉センター）

こんにちは。岩井と申します。奉優会
に入社して8年目、ボランティアでこ
の世界に飛び込み、介護職を経て現在
の福祉職に。本当にあっと言う間でし
たが、一つ一つの出来事に忘れられな
い大切な思い出があり、どんな経験にも

何か得るものが必ずありました。そして今、人生の大先
輩からいただいた幸せな時間を心の糧に、センターとし
ての課題に注力しているしだいであります。人として、
また高齢者福祉に携わる者としてまだまだ未熟ではあり
ますが、その分やる気だけは常に備え持っているつもり
です。ご利用者の皆さんに、住み慣れた地域でいつまで
も元気に暮らしていただけるよう一生懸命努めてまいり
ますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

奉優会の各事業所では、様々なイベントが行われまし
た。今回は、その中のいくつかをご紹介します！
ご利用者を始め、参加してくださった方には大変喜んでいた
だきました。イベントを盛り上げてくださったボランティア
の皆様ありがとうございました！そして、ボランティアをサ
ポートし、イベントを成功に導いてくださった職員の皆様、
お疲れ様でした。

和太鼓
スのショーのほか

手芸コーナー、綿
ンのプレゼント等

まで楽しめる盛り

りが開催されました

リレートーク

の 様 子

全職員が３班のいづれか
に所属しました。演劇班はオ

リジナルシナリオによる「宮前シン
デレラ」。音楽班はマイケルジャク
ソン追悼記念ダンスと歌、フラダン
ス班は特訓の成果の美しいダンスを
披露しました。

高齢者福祉センター・ケアプラザのイベントの

今年度の堀江祭は初めて
利用者の中から立候補で実行

委員が選ばれ、活発に意見が出され
利用者主体のお祭りが出来ました。
演芸大会では職員もユニット名を“
ホブクロ”として歌を披露し大盛況
でした。

10月11

開館記念祭を
落語や日本舞踊などの
ディスコンや輪投
様々なイベントをご
にご来館いただきました

サークルや同好会での練
習成果を発揮して頂くための

演芸大会を開催。歌や踊りを披露
し、観客席も一緒に和やかな楽しい
時間を過ごしました。最後にはみん
なで輪踊りを行い大いに盛り上がり
ました。

では、職員がにぎり
って喜んで召しあ

がっていただきました。高福では、
ハンドマッサージ・整骨院さんの

似顔絵等、笑顔溢れる
になりました。

はじめまして。こんにちは。
髙良直子（こうら）と申します。
深沢あんしんすこやかセンターに7月よ
りお世話になっています。
「地域包括支援センター」の業務の多
様性に日々貴重な経験をさせていただ

いております。そのときどき、自分がどれだけの力
を出せるか、面白がれるかを発見することも大切な
ことだと考えております。
手話を少し学んでいたときがあり、また、学びの場
に戻りたいと考えています。
丁寧にゆったりとした気持ちですごしたいとおもっ
ている日々です。
改めまして、よろしくお願い致します。

髙良 直子（深沢あんしんすこやかセンター）

和太鼓・ベリーダン
スのショーのほか、ゲームや

綿あめ・ポップコー
等々、大人から子供

り沢山の内容で秋祭
されました！

ご長寿祝賀会には、ご
利用者68名、ご家族76名、

ボランティア27名が参加し、大賑
わいでした。賀寿のお祝いでは、
103歳が最高齢。介護課メンバーで
編成した「とどろきオールスター
ズ」がコーラスのプレゼントをし、
舞台の上で堂々と歌うスタッフの
姿を見て、ご利用
者もご家族様も大
変喜んで下さいま
した。

リレートーク

センター・ケアプラザのイベントの様子

11日に第5回

を開催しました。
などの特別講演、

輪投げ、そば打ち等の
なイベントをご用意し、400名

いただきました。

インド系インターナショナルスクー

ルと地域の親子との異文化交流会
を実施しました。開催日は偶然にも
インドの大晦日にあたり、参加者か
らは喜びの声を多く頂きました。

地域交流フェスタ
では、各団体の発表や
展示、異種サークル交
流会を開催しました。
初めての開催にも関わ
らず当日は約300人の
来館者がありました。

特養のイベント



Ｈ21年度 事例研究発表会
奉優会の恒例行事となりました全事業所が参加する “事
例研究発表会”が以下日程通り開催されます。本選に向け
各事業部では、予選会が始まりました。

日 時：22年1月17日（日）９時～16時

場 所：玉川区民会館（世田谷区等々力3-4-1）

発表団体：９事業所
見 学：自由
※収容人数450名の大ホールで開催されます。どの方もご
自由にご覧になれますので、是非お越しください。

内部監査クロージング
結果のご報告

８月末から９月にかけて実施されたISO９００１による内部監
査のクロージングを10月14日に行いました。クロージング
では、内部監査により発見された不適合（ISO9001の基準
満たしていないもの）や今後改善の必要がある項目、とても
よくできている項目を各監査チームが被監査部門に報告いた
しました。この報告を受け、各部門は改善につながるよう
り組んでいきます。

昨年度に比べ、各現場からの状況報告書の提出状況が高く評価
れました。小さな事故や苦情も隠さず速やかに報告する風土が
優会全体で出来上がっていることがうかがえます。

ご寄附をいただきました！

■等々力の家
近隣にお住みの大石様

ポータブルトイレ・テー
プ式オムツ・浴室用簡易
手すり・腰掛け・シャ
ワーチェア

ありがとう
ございました

■等々力の家 ご利用者
故 柴田さよ様

50,000円
ご本人のご遺志によりご家
族の方がお持ちくださいま
した。

■等々力の家
近隣にお住みの山崎様

オーバーテーブル・ベッド
用サイドテーブル・ 台車
（家具調）・ひざかけ・ 虫
眼鏡２本・ひな人形掛け軸

■等々力 居宅支援事業所
ケアマネのご利用者

新品の介助式車イス

■等々力の家
近隣にお住みの大槻様

ビデオテープ（映画等）181本
ＣＤ・テープ４６本・詩吟の本等

事例研究発表会 予選会始まる！！

け、 高福事業部 予選結果！

決勝進出は、豊玉高齢者センター（左）と弥生高齢
者福祉センター（右）に決まりました！！！

もご

速報！ 10月24日（土）目黒区高齢者セン
ターにて高福事業部の予選会が開催されま

した。どの事業所もレベルの高い発表をされ、接戦
となりました。

内部監
クロージング

基準を
とても

いた
につながるよう取

評価さ
が奉

平成２１年10月１８日（日）
デイホーム奥沢＆デイホーム
野沢合同の「日帰り旅行」が
企画され、静岡県の伊豆まで
総勢４５名が参加いたしまし
た。

利用者とその家族間の交流とストレスからの開
放・元気だから出来る充実感、出来ないと思っ
ていたことが出来た達成感を提供し明日からの
活力増強を目的と
して、食事に温泉、
陶芸、アロママッ
サージ等を楽しみ
ました。

日帰り旅行

平成21年10月16日に世田谷区の常在寺にて、毎年
恒例の慰霊祭が執り行なわれました。当日は、等々力
の家のご利用者、香取理事長を始め多数の方が参列し、
ご逝去された 方々を偲びました。

慰霊祭が執り行われました
ございました

■今後の予選会のご案内

居宅事業部 １１月１８日（水）13：30～15：30
会場（等々力の家 第二会議室）

通所事業部 １１月２９日（日） 9：00～15：00
会場（等々力の家 デイルーム）

編 集 後 記

事例発表会の予選会の見学に行ってきました！どの事業
所も興味深い発表で、勉強になりました。事例発表会本
選を楽しみにしています。 築山本等


