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コミュニティカフェ特集

For You Cafe
認知症の方やそのご家族、認知症予防に興味
関心がある方が参加し、相談や交流をしてい
ます。併設特養の施設長・専門職員、地域

の包括支援センター職員も参加し、地域の

ご自宅でも作れる、簡単でおいしい和菓子
を習います。地域の方や特養ご入居者の方
も参加され、おしゃべりをしながら楽しい
時間となっています。

困りごとなどについても話し合っています。
・毎月一回開催/参加費50円(ドリンク付き)

・毎月一回開催/参加費1,000円

ドリンクを楽しみながら、
ピアノの生演奏に
合わせて歌います。特養ご入居者の娘様が
先生となり、参加者の歌いたい曲を聞きな
がら進行しています。参加者同士で顔なじみ
の方もでき、地域住民の皆さまにとって交流
の場となっています。

アロマを用いた癒し効果のあるコスメや石
けんなどを作ります。学校がお休みのシー
ズンは、子どもも一緒に作れるアロマ石け
んを作ったりと、多世代に親しまれている
教室です。

・毎月二回開催/参加費500円(ドリンク・お菓子付き)

・毎月一回開催/参加費1,000円前後
（材料費として・ドリンク付き)

社会福祉法人 奉優会（ほうゆうかい）法人事務局 154-0012 東京都世田谷区駒沢1丁目4番15号 真井ビル5階
TEL：03-5712-3770 FAX：03-5712-3771 http://www.foryou.or.jp/

地域貢献活動

より良い 地 域 福 祉をめざして 。
私たちは地域の方々が安心して住み続けられるよう、
さまざまな工夫を続けています。
その中で、各事業所の実施している活動の様子を事例でご紹介いたします。

地域包括ケア〜中野地域包括支援センターの取り組み〜

私達が
ご報 告
します!

東京都中野区
中野地域包括支援センター

長崎優也

佐藤和恵

地域主体でつくった、毎回40名参加の
「ほっとサロン南口」誕生！

中野地域包括支援センターは、
日々様々な相談を受けています。4年前の夏、
「 地域の方にたくさんお世話になったので、何か恩返しがしたい」
と
いうデイサービスの所長だった主任ケアマネジャーからの相談がきっかけで、地域の居場所作り
「ほっとサロン南口」
の立ち上げ支援が始まりました。

居場所作りをするなら、誰もが相談できる場所をつくろう！

モデルは、地域に根付いた憩いの場「まちなかサロン」
中野区にある“まちなかサロン”の情報を提供。地域の方が気軽に相談できる居場所
をつくるため、相談者の主任ケアマネジャーの職場仲間である看護師、看護師のボラ
地域の
ンティア仲間である社会福祉士と輪を広げていきました。開催の場も自治会長に相談 人材発掘
し、
中野駅前にある中野2丁目公社住宅の敷地内となりました。
ここに主任ケアマネジャー、看護師、社会福祉士という専門職
が揃った住民主体の
「ほっとサロン南口」
が誕生したのです！
「ほっとサロン南口」は、
月2回開催。参加費は100円。誰でも
出入り自由で美味しいコーヒーとお菓子が召し上がれます。毎回
40名程度が参加し、満員御礼状態。
中野地域包括支援センター
社会福祉士
看護師
自治会長
主任ケアマネジャー
佐藤ひろ子さん 佐藤朝子さん 土肥幸子さん 石田佳世子さん
の職員も常駐し、地域の課題やニーズを把握しています。
INTERVIEW

一人暮しの方達が不安を持ちながら参加され、
友達を誘い輪が広がる。
「楽しかった」
と笑顔で帰って行く姿。
看護師・ケアマネ・包括と一緒に参加する仲間として気兼ねなく自然に相談している姿をみると嬉しくなります。
支援に繋がっていない人達をどの様にして連れ出すかが、
今後の課題。
今まで通り、
お喋りが楽しめる、
皆が
楽しめる、
私達も楽しめる、
場所でありたいです。
（佐藤朝子看護師）

奉優会の

取り組み

サロン
参加者

「ほっとサロン南口」
に
参加して

退職をきっかけに不安な
気持ちになっていく中、行き
付けの美容院の人に紹介さ
れたのがこのほっとサロン南
口でした。
［参加者］
内気な私でしたが行って 大木 美代子さん
みると、雰囲気も良く
「ここに通えば何かが
変わる！」
と思えました。
今の気持ちは、
出来る事が楽しい・来られる事
が楽しい・話す事が楽しい。
「気兼ねなくこんなに
沢山相談してもいいのかしら？」
と思うくらい相談
にのっていただきました。
サロンの引越し先が広
ければ、
カラオケを使った音楽体操や手芸など
出来るようになったらいいなーと思っています。

社会参加活動

誤嚥性肺炎を予防して入院しない在宅生活の継続をしている事例

医療依存度の高いご利用者の在宅生活を支えたい
〜優っくりデイ喜多見の日常〜

優っくりデイ喜多見では、看護師が介護職員へ積極的に医療行為の研修や指導をし、看護師も積極的に身体介護に携わり、介護職員と看護師と
の協働でご利用者へのサービスが途切れなく行われています。
今号では、医療依存度の高いご利用者をどのようにご支援しているのか、Aさんのお身体の状態変化と合わせて、
ご紹介します。
Aさんは86歳、女性、要介護度5。
自宅にて夫と長女の三人暮らし。パーキンソン症状(筋肉の硬さ、歩行障害等)と大脳皮質症状(手が思うように
使えない、動作がぎこちない、嚥下障害等) が同時にみられる進行性の難病「大脳皮質基底核変性症」
を発症しました。
優っくりデイ喜多見は、Aさんの
「自宅で家族と過ごしたい」、夫や長女の
「住み慣れた自宅で看ていきたい」
という想いを叶えたく、誤嚥性肺 炎を
予防して入院しない在宅生活の継続を目標に置き、
ご利用開始当時からきめ細やかなサービス実施しています。
どんな医療ニーズにも
十分に対応できる喜多見

〈平成24年3月〉〈平成24年12月〉 〈平成25年2月〉 〈平成25年4月〉

初めは他社と
併用

嚥下困難になる

難病発症

頻繁に下痢を
起こす

デイ喜多見・他社のデイ

胃瘻造設

3回/週

2回/週

デイでの
胃瘻注入
一日1回を2回へ

ケアプランの見直し
他社のデイ中止、
デイ喜多見 5回/週

内臓への負担軽減
下痢の予防

利用開始から4年間入院していない・
平日ご主人は余暇を楽しむ・週末は夫と長女で看ている

座位保持訓練
関節可動域訓練
残存機能の維持
寝たきり予防

毎回10分以上の
口腔マッサージと
ケアを行っている
誤嚥予防

向上
Lの
QO

シニア向けボランティアコーディネートサイトYELL
今年の夏に高輪区民センター主催の
『高輪フレンドリーコンサート 〜懐かしの80年代〜』
にソプラノ歌
手として出演いたしました。
当初のコンサート企画段階時に所長様よりYELLを紹介され閲覧しておりまし
たら
「当日運営をお手伝い頂けるボランティア
（会場案内・受付補佐）
を募集いた
します。」の掲載記事を見つけました。以前から、表舞台とは別にコンサートの裏
方も経験したいと思っていたため、早速ボランティアとして申し込みをいたしまし

シニア向けボランティア
コーディネートサイト

YELL

https://www.foryou-yell.net/

た。
コンサート当日は出演者と裏方の二足のわらじで大忙しでしたが、地域のボランティアの皆様とのふれあいもあり、
いつ
もとは一味違うコンサートとなり、忘れられない思い出になりました。

奉優会に就職し、
３度の産休と
育休を頂きました。第２子は切迫
流産となり、入院と安静を繰り返
していましたが、当時の上
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「トモニン」取得申請中！

縭%

媬入

活力ある人材

新卒募集!

平成29年度（2017年3月卒）

“高齢者が好き”という気持ちが、
この仕事への第一歩
多彩な専門職の先輩たちが知識や技術をゼロからお教えします。

奉優会はここが違う！

新卒8年目で特養副施設長!
サークル活動!
キャリアアップ申告制度!
多彩な研修!
法人説明会

随時開催！

・管理本部（世田谷区駒沢）

施設見学会

随時開催！

・等々力の家（世田谷区等々力）・白金の森（港区白金台）
連絡先

人事部 人事課 新卒採用担当

TEL：03-5712-3770
E-mail：jinji@foryou.or.jp
HP：http://kaigo.foryou.or.jp/graduate/

応募お
してい 待ち
ます！

一 緒に働く仲間を 大 募 集 ！
看護職募集

特別養護老人ホーム等々力の家
勤 務 地

東京都世田谷区等々力
8-26-16

業態区分

特別養護老人ホーム

雇用形態

契約職員※正職員登用あり

職

看護職

種

給

与

・正職員：年収400万円以上（資格手当含）
・契約職員
（准看護師）
：1,600円〜
（正看護師）
：1,900円〜

勤務時間

勤務時間については担当者にご確認ください。

連 絡 先

03-5712-3770（担当：大井）

他6施設
募集中！

いきいきプラザ運営スタッフ募集

※契約職員は、資格・経験・勤務日数によってＡ/Ｂ/Ｃの3タイプに分かれます。
詳しくは採用担当者へお問い合わせください。

勤 務 地

東京都港区

業態区分

高齢者福祉センター

雇用形態

契約職員※正職員登用あり

職

種

いきいきプラザ運営スタッフ

給

与

1,000円〜
（研修期間2ヶ月940円）

勤務時間

［早番］
8：30〜17：30［遅番］
13：00〜22：00

連 絡 先

03-3449-1643
（担当：高輪いきいきプラザ 齊藤）
〈奉優会 求人サイト〉
http://kaigo.foryou.or.jp/

