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今回は、法人にとっての新しい取組みをご紹介させていただきます。

奉優会では、本年度発表されました中期経営計画に基づき、平成23年10月（予定）より、世田
谷区と練馬区の２ヶ所で、グループホームと小規模多機能型居宅介護の運営を開始することにな
りました。

グループホーム・
小規模多機能型居宅介護事業

の運営が決定しました！

■グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

グループホームとは、認知症のご利用者が家庭的な雰
囲気の中で少人数で共同生活を送ることにより、認知
症の症状の進行を緩和させ、よりよい日常生活を送る
ことができるよう支援する介護サービスです。

■小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは、事業所に登録した
利用者に対して、通いサービスの他、訪問サービ
ス、宿泊サービスを提供する介護事業で、住み慣
れた地域での生活を２４時間体制で支援していく
サービスです。

地域のお店に買い物に出か
けたり、みんなと一緒に料
理を作りと、安心して生活
できる家なんですよ。

通い 宿泊

訪問

24時間365日私の生
活を支えてくれるから
安心して自宅で生活で
きますね。

●グループホーム（定員 ２ユニット 18名）

●小規模多機能型居宅介護（登録定員2５名）

世田谷区

●運営開始･･･平成23年10月予定
●場 所･･･世田谷区池尻二丁目3番
●最寄駅･･･田園都市線「池尻大橋駅」徒歩6分

●運営開始･･･平成23年10月予定
●場 所･･･練馬区石神井台2-7
●最寄駅･･･西武新宿線「上石神井駅」徒歩11分

●グループホーム（定員 ２ユニット 18名）

●小規模多機能型居宅介護（登録定員2４名）

●デイサービス（定員３０名）

イメージパース 現地写真

練馬区

グループホームと小規模多機能型居宅介護とは

奉優会で新たな事業がスタートします！（世田谷区・練馬区）

23年度より



本間 拓義 （等々力の家デイホーム）

リレートーク

昨年5月に入社しました、
本間拓義と申します。
無資格未経験でこの業界に足を
踏み入れ、不安いっぱいでどう
なる事かと思っていましたが、
ご利用者の笑顔や先輩方に助け

られ今では楽しく毎日を過ごしています。
趣味は写真で、休日にはカメラをぶら下げて友達

と色々な所に撮影に出かけています。音楽好きで、
学生時代はずっと吹奏楽部で金管楽器を吹いていま
した。いつか披露の場があれば演奏したいと思って
おります。ご利用者一人一人に楽しんでお過ごし頂
けるよう、これからも頑張っていきたいと思います
のでよろしくお願いします！

今年４月から中野地域包括支援セ
ンターにてお世話になる事になり
ました、箕田です。
唐突ですが、皆さんは自分を色に
例えるならば何色でしょうか？
色の好みは人それぞれでしょうが

、色の一つ一つに良いも悪いもありません。要は、
その色を活かして、みんなでどんな素敵な絵や模様
が描けるかだと考えています。

そしてこの福祉の仕事ではまさに、それが問われ
ご利用者一人一人の色に合ったキャンパスを作り出
すような仕事をしていければと思っております。
よろしくお願い致します。

港区立特別養護老人ホーム白金の森等

の指定管理者に奉優会が選定されました！

当法人が港区立白金の森の指定管理者に選定され
ました。白金の森には、特養、デイ、地域包括支
援センターの３事業があり、これらの事業を平成
２３年４月から運営することになりました。

●港区立特別養護老人ホーム 白金の森
（定員 入所90名 ショートステイ8名）

●港区立高齢者在宅サービスセンター 白金の森
（定員30名）

●港区立地域包括支援センター 白金の森
（高輪地区）

●運営開始･･･平成23年4月1日～
●場 所･･･港区白金台5-20-5
●最寄駅･･･JR山手線「目黒駅」徒歩10分、地下鉄南北線・三田線「白金台」Ａ１出口下車徒歩5分

目黒駅と白金台駅から
歩いてすぐの場所で、
等々力の家からも、車
で15分程度の距離にあ
ります。白金の森の隣には、

白金台どんぐり児童遊
園があり、周辺には自
然教育園があるなど、
環境のよい場所です。

箕田 智弘（中野地域包括支援センター）

奉優会 ３ヶ所目の特養がスタートします！（港区）

23年4月より

港区立白金の森



長川 敏幸（特別養護老人ホーム 等々力の家）福居 基 （豊玉高齢者センター）

リレートーク

みなさま、はじめまして。
８月に入社しました福居基と申し
ます。「珍しい名前だね。」とよ
く言われます。福（ふく）が
居（い）る基（もと）と覚えてくだ
さるとうれしいです。

今はまだ分からないことだらけで、覚えることが
沢山あり、毎日がとても充実しております。ご利用
者や先輩方に助けられながら業務をひとつひとつこ
なしています。私は噛めば噛むほど味のでるスルメ
イカのような職員を目指したいと思っています。
そして「誰だって出来ることを、誰よりも出きるよ
うになりたいと考えております。まだまだひよっこ
ですが、宜しくお願いいたします。

皆様、こんにちは。「等々力の
家」施設サービス部介護課の長川
敏幸と申します。私がこの等々力
の家に入社してもうすぐ4年にな
ります。1日1日が色濃く、日々

勉強の毎日です。そんな私の仕事のモットーは
「笑顔」です。ご利用者様はもちろんの事、職員
皆が「笑顔」になる事によって、職場の雰囲気や
サービス内容、ご利用者様のより良いケアのきっ
かけを作れると思っています。これからも「変
化」を遂げていく職場の中で、私も周囲の皆様に
支えられている事を感謝しつつ、尽力して頑張り
ます！！今後ともどうか宜しくお願い致します。

港区立いきいきプラザ （高輪地区）
の指定管理者に奉優会が選定されました！

現在の福祉会館が、平成２３年度より、
「いきいきプラザ」と名称を変え、新しく
なります。当法人は、高輪地区４館の指定
管理者として決定しました。

高齢者のいきがいづくりや介護予防・健
康づくりを支援し、区民の相互交流や自
主的活動の促進を図ることを目的とした
施設です。高齢者の活動の場となるほか、
幅広い世代の交流や地域コミュニティ活
動が行われます。

いきいきプラザとは

白金台いきいきプラザ

白金いきいきプラザ

高輪地区の中心館とな
ります。施設には、児
童館が併設。ホールも
ある大きな施設です。

豊岡いきいきプラザ

児童館が併設。
保育園・学童クラブ

が併設。

高輪いきいきプラザ

23年度新設の施設。
保育園・児童館の他、
喫茶店の運営も行われ
ます。

●運営開始･･･平成23年4月1日～
●施 設･･･白金台いきいきプラザ（白金台4-8-5）、豊岡いきいきプラザ（三田5-7-7）

高輪いきいきプラザ（高輪3-19-11）、白金いきいきプラザ（白金3-10-12）

いきいきプラザ４館の運営がスタートします！（港区）

23年4月より



編 集 後 記

事例研究発表会が近づいてきました。今年も
どんな事例があるのか楽しみですね。築山

ワーキングプロジェクトが結成されました。
高齢者福祉ソリューション事業部
居宅介護支援事業統括課にて

①事例勉強会･･･個々の介護支援専門員の力量を高め、専門職と
しての機能を充実させるための取り組みです。

②研修会･･･他事業部職員向け（ケアマネを目指す職員な
ど）に、ケアマネの仕事やあり方についてレクチャーをし、他事
業部職員の育成にも寄与します。

③意見交換会･･･法人外の包括センターや居宅支援事業所の責任
者等を招き、意見交換会を開催します。

④チームアプローチ･･･ケアマネの視点から、新規ショートステ
イ運営へのアドバイス（稼働率向上やアセスメント等）を実施し
ます。

写真は、８月２３日開催のワーキ
ングプロジェクト②の研修会の様
子です。

通所事業部 育成委員会による研修会が開催されました。

通所事業部では、部内の職員で構成される「育成委員会」で、職員の育成を目的とした、様々な
取り組みを行っています。この度、２つの研修会が開催されました。

第１回 副所責候補者セミナー ストレス対策講習介護従事者のための

等々力の家では、平成２２年９月１９日の「ご長寿祝賀会」で、
ご利用者の笑顔大賞が発表されました。ご利用者一人一人の笑
顔の写真を掲示して、皆様からの投票を集めました。この企画
は、家族会「豊友会」からの発案で、ご利用者の笑顔を引き出
してくれる職員へ感謝したいという思いが込められています。

ご長寿祝賀会で笑顔大賞が発表されました！
等々力の家

平成22年度から居宅介護支援事業統括課にて４つのワーキングプロジェクトが結成されました

【日時】平成22年9月3日
【場所】等々力の家
【講師】育成委員会
【内容】次世代の

リーダー養成を目的とし
て、グループワークを交
えながら 副所責の職務について理解を深め今
後の自身のスキルアップビジョンを考えました。

【日時】平成２２年８月１１日
【場所】目黒区高齢者センター
【講師】フォレスト・メディカ

森 美千代 氏
【内容】介護現場のストレスの内容と原因、

ストレスの軽減策、ストレスサインとそ
の対処方法などについて講義していただ
きました。

サッカー部活動開始！

22年７月に結成され、世田谷区を
中心に計4回の活動を行ってきまし
た。現在、10名程度の部員が活躍
中です。

この度、奉優会サッ
カー部が発足しました。
未経験者大歓迎です。
一緒にいい汗流しま
しょう！

サッカー部 伊瀬

ご興味のある方は、
事務局までお問合わ
せください。

笑顔大賞は、
こちら



合同作品展が開催されました。 通所事業部
世田谷地域統括課

平成２２年9月1日～10日まで等々力の家にて、ご利用者が日常の活動やサークル活動などで
取り組まれた作品が展示されました。等々力の家デイホーム、デイホーム野沢、デイホーム奥
沢の３事業所による合同作品展となっており、等々力の家の１Ｆ通路が３事業所のご利用者の
作品で華やかに彩られました。

事業所 移転のお知らせ

【所在地】 〒164-0011
中野区中央三丁目19番1号
（中部すこやか福祉センター内）

【電話】 03-3367-7802
【ＦＡＸ】 03-3367-7800

中部すこやか福祉セン
ターは、保健・福祉、子
育て、高齢者へサービス
を提供する拠点として小
学校の跡地にできました。

中部すこやか福祉センター内に
中野地域包括センターがあります。

中野地域包括支援センター

【所在地】 〒154-0012
世田谷区駒沢4-33-12
（深沢まちづくりセンター内）

【電話】 03-5779-6670
【ＦＡＸ】 03-3418-5271

深沢あんしんすこやかセンター
平成２２年７月２６日より

深沢まちづくりセンター内に
深沢あんしんすこやかセンター
があります。

平成２２年9月27日より

※中部すこやか福祉センターは、保健・福
祉、子育て、高齢者へサービスを提供する
拠点として小学校の跡地にできました。

近くにお越しの際は、
ぜひお立ち寄りくださいね！



③地域ブロック別
予選会

①各事業所別
事例選抜

②事業セグメント別
予選会

④本選

チャンピオン
決定！

９事例

４事例
横浜ブロック、
玉川ブロック、
目黒世田谷渋谷ブロック、
中野杉並練馬板橋ブロック
より各１事例

通所事業部より３事例
地域包括・居宅事業統括課
施設事業部、
高福事業統括課
より各２事例

事例研究発表会 Ｆ１グランプリ
～本選までの流れ～

予選会開催 のお知らせ

第３回事例研究発表会に向けて、予選会が開催されます。
今年度は、「事業セグメント別予選会」と「地域ブロック別予選会」の２つの予選会が行われま
す。各予選会で優勝した事例が、事例研究会本選に進むことができます。

事例研究発表会「Ｆ１グランプリ」は、奉優会中期経営計画に謳われている、人材マネジメント４つの約束
（活力のある人材の創造）の１つです。
【実施の目的】

【選抜方法】
①各事業所にて予選会進出事例を選抜する。
②事業セグメント別予選会が行われ、最優秀賞・優秀賞が本選に進出する。（全９事例）
③地域ブロック別予選会が行われ、最優秀賞が本選に進出する。（全４事例）
④本選にて、事業セグメント別予選会＆地域ブロック別予選会から選ばれた１３事例の中から、

チャンピオンが決定されます。

①人材を育成するため ②職員の技術の向上を図るため ③福祉価値を創造していくため
④事業所で実施された成果を最大化していくため
⑤社会福祉貢献を目的として実施し、活力のある人材を育成する機会を創出するため

事業部 日時 場所

通所部門 11/28（日）
9：00～18：00

宮前ふれあ
いの家

施設部門
等々力の家

10/31（日）
9：30～16：30

等々力の家

施設部門
かわいの家

12/5（日）
10：00～16：00

かわいの家

高福部門 10/14（木)
13:00～17：30

目黒高齢者
センター

居宅・包括
部門

11/12（金）
11：00～19：00

目黒高齢者
センター

地域 日時 場所

横浜ブロック 11/14（日）
9：00～18：00

かわいの家

玉川ブロック 12/19（日）
9：00～18：00

等々力の家

目黒世田谷渋
谷ブロック

11/６（土）
13：00～18：00

目黒高齢者
センター

中野杉並練馬
板橋ブロック

12/19（日）
9：00～18：00

堀江高齢者福

祉センター

本選 日時 会場

22年度奉優会
事例研究発表会
Ｆ１グランプリ

23年1月16（日） 玉川区民会館

事業セグメント別予選会 日程表 地域ブロック別予選会 日程表

※是非、他のセグメントや地域の予選会にも見学に来てくだ
さいね！各予選会の時間帯は変更になる場合がございますの
で、担当部門までご確認ください。

昨年度の本選の様子

本選 日程表


