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社長就任のご挨拶
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この度、代表取締役社長に就任いたしました。
前任者同様よろしくお願い致します。

さて、昨今の介護業界は大資本による買収・統
合など大きく変化しており、また介護人材不足等
厳しい経営環境下にあります。さらに平成 30 年
度の介護保険法の改正を控え、当社の経営につい
ても新しい発想、実践が求められている時期に大
役をお引き受けして責務の重大さを実感している
ところでございます。

当社は創立以来、在宅介護サービス事業を展開してまいりました。高齢者
が住み慣れた地域で、家で安心して生活ができるお手伝いをするためです。
本格的な高齢社会となり、高齢者が増え続ける中、ご要望も多様化しており
ます。高齢者のお気持ちを受け止めながら、より良いサービスを提供してま
いりたいと思います。
ご利用者の皆様、関係機関の皆様の変わらぬご指導・ご支援をよろしくお
願い申し上げます。

代表取締役社長　宮嵜 恵美子

永年勤続表彰は当社に勤務する社員の永年
にわたっての功績を称えるもので、今年度は
7月 28日（金）に勤続 10 年の社員 7名が表
彰されました。
表彰式では宮嵜代表取締役社長より祝辞が
述べられ、ひとりずつ表彰状と記念品が贈呈
されました。表彰者のスピーチは、歩んでき
た歴史を感じさせる味わい深いものでした。
今年も表彰された皆様と、さらなる発展と

躍進、地域への貢献を誓い合いました。

［平成29年度］永年勤続表彰式

平成 29年度　永年勤続者（勤続 10年）　7名

◀社長より一人ひと
りに手渡されました



日介ケアセンター島根

日介ケアセンター島根では、8月

15日 ( 火 )、17日 (木 )、23日 ( 水 )

に、今年で 3回目となる夏まつり

を開催しました。この日の施設内

は、お祭りの

提灯やのぼ

り、花火の切

り絵などを飾

り、職員もア

ロハシャツを

着て盛り上げ

ました。

ゲームではお祭りの出店の主役

「射的」を楽しまれ、合計点数の

大きい人から順番に「ひもくじ」

を引いて景品がプレゼントされま

した。「射的」の楽しみに「ひもくじ」

で何が当たるかわからないワクワ

ク感をプラスしてより楽しんでもら

日介センター杉並では、昨年11

月より“産前産後子育て応援事業”

で数人のヘルパーが稼働していま

す。当初は、この事業のしくみが

よくわからず、一日に何度も子ど

も家庭支援センターや区役所の担

当へ問い合わせをしながら対応し

ていました。しかし今では区の担

当者が「日介センター杉並」を紹

介してくださったり、ご利用者か

らの紹介もい

ただいたりす

るようになり

ました。

希望の多いご依頼内容は、家事

全般、保育園や幼稚園の送り迎え

などです。なぜか、最近は双子の

赤ちゃんのいるご家庭からのご依

頼が多く、洗濯物だけでも量が多

くて、時間ギリギリになることがよ

くあります。

ご利用者からは、「初産で不安

だらけだったが、子育て経験のあ

る方に来てもらって安心した」「来

てもらうことで子どもの世話に専

念できた」「上の子の保育園の迎

えをしてもらえて助かった」「話し

相手になってもらい気がまぎれた」

などのお声をいただいています。

ヘルパーも、日々、かわいい子

どもたちに目を細めながらお手伝

いをしています。

えるように工夫しました。

ゲームが終わるとおやつの時間

です。今回のおやつは「かき氷」

と「わたあめ」を用意。「かき氷」　

ではご希望する方に氷を削って

もらう演出もあり、シロップは色々

な味を選ぶことができ、中には何

種類もかけて楽しまれた方もい

らっしゃいました。その他にも「わ

たあめ」をおかわりされた方もお

られて、普段はなかなか食べる機

会のないお祭りならではのおやつ

はとても好評で

した。お昼のメ

ニューもロコモ

コ丼やスイカ、

焼きとうもろこ

しなど夏らしい

季節感を出して

います。

アットホームな雰囲気のなかで

夏まつりを味わっていただけたよ

うで、皆さま積極的に参加してく

ださいました。今後も、より地域

に愛されるケアセンターを目指し

ていきたいと思います。

施 設 ・ 事 業 所
紹 介

日介センター杉並

「夏まつり」を開催しました

産前産後の子育てを
応援します

◀的にねらいをすまして

▲どれを引こうかな
◀氷削りにもコツがいります

←

←



ヘルパー研修会を8月29日（火）13時30分から15時まで、

ヘルパーと職員合わせて十数名の参加で行いました。

今回は、元 読売理工医療福祉専門学校学科長 泉佳代子

氏を講師に迎え、「無自覚な虐待を防ぐために～始まりは不

適切なケア～」というテーマで、課題ごとに講義とグルー

プディスカッションをまじえた演習を行いながら学んでいき

ました。

「介護の目的・理念」「ヘルパーとして

の注意点」「虐待を防ぐためのポイント」

など、各課題の講義・問題提議を受け、

各グループでディスカッションをして、

そこで出たグループの意見を全体で話

し合う、という形で進められました。とても難しい課題ばか

りでしたので、一人ひとりが意見を出し、皆で話し合うこと

により、課題に対してより真剣に向き合え、あらためて介護

とは何かなどを考える良い機会になった研修会でした。

最後にまとめとして、基本的なマナー・ルール、倫理観の

確認、「ニヤリ・ホット」（にやっと笑えるようなほっとした話）

報告の推奨などのお話しをいただいきました。演習の中に

は「不適切なケアチェックリスト」のアンケート記入もあり、

今後も活用できる資料として講師の先生から提供されまし

た。

日介センター足立西
へルパー研修会を行いました

研修会レポート

川田忠義 ケアマネージャー

2017年の4月に入社、前職は

病院でリハビリ業務などを経験、

求人広告を見て応募し入社され

ました。「こちらでの仕事はご利

用者により密接に関わることがで

き、皆様に合った最適なプランや

質の高いサービスを提供できた時

は充実感があります」「ご利用者

から『ありがとう』とお礼を言っ

てもらった時が、仕事をしていて

何よりもうれしい瞬間です」。ご

利用者からのお礼の言葉をエネ

ルギーに充実した毎日を過ごされ

ているそうです。

木内由美子 サービス責任提供者

3月に入社、サービス提供責任

者としての仕事は初めてです。「ヘ

ルパーなどで培ってきた今までの

現場での経験を活かし、頑張って

いきたい」「日介センターが引退

までの最後の職場となるよう勤め

上げたい」と、決意を明るい笑顔

で語ってくださいました。「休み

がしっかり取れるのでプライベー

トもしっかりと楽しめ、充実した

ライフスタイルが送れているのも

自分に合っている」と話されてい

ました。

水越敬介 ヘルパー

日介センター杉並での非常勤ヘ

ルパーや他施設での経験を重ね

て、今年8月からは日介センター

吉祥寺で常勤のヘルパーとして勤

務しています。「常勤となった事で、

事務ワークなどいろいろな仕事も

こなさなくてはいけないですが、

その分やりがいもあり毎日が充実

しています。1日も早く仕事に慣

れてがんばっていきたい」と意気

込みを語ってくださいました。

＊皆さんが共通して言われていたこと
は、「支店内では連携・コミニュニケー
ションがよく取れてチームワークが良
く楽しく仕事ができている」「休みも
しっかりと取れるので、リフレッシュ
できる分、仕事に集中できる」という
ことでした。

＊社員インタビュー＊
今年の新入社員に伺いました 日介センター吉祥寺

ディスカッションも白熱。

左から、水越敬介さん、木内由美子さん、
川田忠義さん



【あい～と】の紹介

上：お買い物時　下：着席時

日介センター
代々木　TEL  03-5333-1390   渋谷区代々木1-16-6  代々木コパン3階
蒲　田　TEL  03-5732-0085   大田区多摩川1-1-10 ライオンズマンション森田多摩川201号
足　立　TEL  03-5839-8355   足立区西新井1-38-18 コーラルコート1階
足立東　TEL  03-5851-3520   足立区竹の塚5-1-14
足立西　TEL  03-5845-3700   足立区西綾瀬2-7-9 西綾瀬プラザ101
杉　並　TEL  03-5301-8651   杉並区大宮1-3-12 ギャレリア杉並203号室
吉祥寺　TEL  0422-70-6905   武蔵野市吉祥寺南町2-29-10 三成参番館4階
目　黒　TEL  03-5794-6080   目黒区祐天寺2-16-1 倉方ビル103
豊　島　TEL  03-5917-4009   豊島区長崎1-28-23 Muse西池袋201
高円寺　TEL  03-5335-7801   杉並区成田東5-39-12 グローリーハイツ南阿佐ヶ谷A101
島　根　TEL  03-5851-1511   足立区島根3-1-17 メゾンNAOI 1階
竹の塚　TEL  03-5851-3710   足立区竹の塚4-9-5 エーデルブルーメカワチ107号
永　福　TEL  03-6379-1919   杉並区永福4-2-10 CASAFIORITA101
(赤羽 )　TEL  03-6903-8711   北区赤羽1-60-9 宝ビル1F（日介センター永福 赤羽営業所）

日介ケアセンター
花　畑　TEL  03-5851-3373   足立区花畑6-16-1
本　木　TEL  03-5845-5700   足立区本木1-20-5
西新井　TEL  03-5888-6341   足立区梅島3-31-8 トラウムハイム1階
六　町　TEL  03-5831-6963   足立区南花畑3-33-1
島　根　TEL  03-5831-3511   足立区島根2-30-23 エーデルブルーメ島根2階
成田東　TEL  03-6383-6050   杉並区成田東5-34-16 サンヒルズ石田1階

　新社長が就任しました。変わらぬご支援

をお願い致します。夏には全国的な天候不

順で野菜の生育などにも影響が出ました。

この秋は安定した天気を望みたいものです。
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編集責任者 ：（株）日本介護センター企画課
制作協力：（株）ミズ総合企画

発行日：平成 29年 10月 20日

買い物に行く時に歩行器を使用されるご利用者
はとても多いですが、「歩行器に買い物かごを置
けないのでスーパーに入ってからはカートを使用
する」という声をよく耳にします。
この歩行器は本体幅 49.5cm×奥行き60cmと
コンパクトで、さらに買い物かごを縦置きできる
ので、スーパーでもカートに変えることなく歩行
器のままで買い物をして頂けます。大容量のアルミフレームボックスで
荷物がたくさん入ります。また、途中休憩出来るように折りたたみの座
面も完備しています。
福祉用具でお悩みなら「日介センター竹の塚」へご連絡下さい（TEL：
03 - 5851 - 3710）。

新 商 品のご 紹 介

「テイコブリトル ワゴン」

当社では皆様にご満足いただけるサービスを目指し、ご利用者に毎年アンケートをお願いして
おります。今年も9月より実施しております。皆様のご意見を基に一層努力して参りますので、
ご協力の程よろしくお願いいたします。
アンケート結果は、毎年『にっかい通信春号』に掲載しております。

───アンケートご協力のお願い───


