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年頭の挨拶 代表取締役社長　宮嵜 恵美子

明けましておめでとうございます。お健やかに新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
今年は、介護報酬・医療報酬の同時改定があります。超高齢社会に突入す

る 2025 年に向けた分水嶺として、これまでにも増して会社経営に大きな影
響を与える厳しい改定が予測されます。昨年の 5月には「地域包括ケアシス
テムの深化・推進」と「介護保険制度の持続可能性の確保」の 2本を柱とし
た改正介護保険法が成立しました。これを受けて訪問介護事業と通所介護事
業では、すでに介護予防から総合事業へ移行し、報酬単価が下げられており、
当社でも少なからず影響を受けております。
一方、人材確保については、どの業界でも大きな経営課題となっており、

なかでも介護業界は厳しい状況下にあります。2025 年には介護人材が 31万
人不足すると予測され、当社にとっても継続的な課題となっております。
このような厳しい経営環境を踏まえ、当社は介護保険制度の改定に柔軟に
対応しながら、介護事業の拡大・強化を図りつつ、新たな柱となる事業を育て
たいと思います。そして、今年も引き続き、新卒者の採用、中途採用者等への
研修を強化し、人材の定着と介護サービスの質の向上にも取り組んで参ります。
今年は、「訪問看護ステーションのサテライト」の新設も予定しております。

訪問看護は乳幼児から青少年、高齢者まで幅広い年代の方が対象となり、地域
共生社会の実現に向けての一翼を担いたいと考えています。高齢の方や支援を
必要とされる方ができる限り住み慣れた地域で尊厳をもって自分らしい生活を
送ることができるよう、さらに在宅サービスを充実させていきたいと思います。
今年もご利用者の皆様をはじめ、関係機関の皆様方の変わらぬご指導とご

支援をお願い申し上げます。



日介ケアセンター花畑

日介ケアセンター花畑では、

2017年 10月31日（火）、ご利用者

16名と職員8名の参加で「ハロウィ

ン・パーティ」を開催しました。

2階のフロアー全体

を雰囲気のあるデコレー

ションで飾り付けし、ハ

ロウィンの本格的な仮

装をした職員が来場者を

日介ケアセンター六町では、「く

もん学習療法システム」を導入し

5年が経ちました。認知症状改善

に役立つようにと

始めた学習療法

により、目に見え

て効果が表れて

います。

日々のケアの

中、“頭の体操”と称した支援者（職

員）との学習時間は正味 20分ほど

ですが、この時間を密に持つことで、

ご利用者の小さな変化に気づくこ

とが多くなりました。なに

より“笑顔”と“思い”を

引き出すことが最大の目的

であり、会話がたくさん聞こえてき

ます。

＊

全国から集まる公文

の「学習療法実践研修

シンポジウム」では、六

町としても毎年、発表さ

せて頂いています。今

年度も10月29日（日）、名古屋で

発表して参りました。

長く継続しているからこそ見え

てくるご利用者の変化があります。

発表事例のＭ様は、入

居時、意欲も無く「めん

どくさい」と発すること

が多かった方です。あき

らめず関わりを続けてい

く中で、今では職員を気遣い、自

らの事は極力行って下さるように

なり、笑顔も増えました。コミュニ

ケーションのツールとして、大いに

発揮できた成果だと思います。

また、発表者（職員）にも成長

の変化がありました。いろいろな

経験を積んで意見を交わし、まと

め方、伝え方、見せ方にも工夫し、

当日は、自信を持って臨めました。

今後も、たくさんの方との関わり

を大切に、支援を続けて参ります。

「ハッピー・ハロウィン！」と、大

きな声で出迎えます。ご利用者も

頭に“つの”や“ネコの耳”など

を着けた仮装などで楽しみます。

さらに、個室 2部屋

を「お化け屋敷の部屋」

と「おとぎ話のメルヘン

の部屋」として特別に

装飾しました。

「お化け屋敷の部屋」

では暗闇の中

で電飾が光り、

ガイコツの仮

装をした職

員が、入っ

てきた方を

驚かせます。

また、「おとぎ話のメルヘンの部

屋」では、職員がハロウィンの合い

言葉「トリック・オア・トリート！」

と言いながらお菓子を渡すと、ご利

用者は満面の笑顔に！

非日常の体験をご利用者も職員

も一体となって楽しみ、とてもな

ごやかなイベントとなりました。

施 設 ・ 事 業 所
紹 介

日介ケアセンター六町

「ハロウィン・パーティ」を開催しました

学習療法の取組みと
実践研修シンポジウム発表

「お化け屋敷の部屋」へようこそ！

“頭の体操”で笑顔が増えて
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高円寺支店のご利用

者で杉並区成田西にお

住いの中野睦子さんに、

趣味の人形づくりや手

芸について伺いました。

ご自宅のアトリエに

はたくさんのテディベ

アや、ボビンレースで作られたかわいい小物たちが飾られ

ています。玄関や居間でもたくさんの作品たちが出迎えて

くれました。

中野さんは30代の頃から木目込み人形などを作られて

いましたが、50代になって病気をわずらったことをきっ

かけに、家で療養する時間を有効に使おうと、本格的にボ

ビンレースやテディベアの人形づくりを始められました。

2017 年 11月10日14時より、足立区役所の大会議室にて

「平成29年度介護従事者永年勤続褒賞式典」が行われました。

区内の介護サービス事業所に勤務する介護従事者の意欲

向上と介護事業に対する社会的評価の向上を図るため、成

績優秀な永年勤続従事者に対して2009 年から表彰を行っ

ております。

今年度は、日介センターからは足立支店の榎本芳美さん、

足立東支店の中村美紀さん、足立西支店の桶かよ子さんが

受賞されました。

近藤区長からは「皆さんのお力で生活が成り立っている

方々がいらっしゃいます。足立区民を代表して感謝申し上

げます」と、お言葉をいただきました。

この足立区の表彰制度が介護の仕事の素晴らしさをより

多くの区民の方々に知っていただく機会となり、介護人材の

確保と育成につながっていくことを期待したいと思います。

受賞されました皆様、おめでとうございました。

最初は、専門書を何冊も買って独学で勉強され、また、体

調の良いときには展示会に出向き、いろいろな作品を見て

まわりながら研究。自己流で作品を作り続けられています。

7年程前に南阿佐ヶ谷のブティックで「ハギレコンテ

スト」参加募集のポスターを見て出品したところ、“レー

スのクッション”でいきな

り大賞を受賞！　それ以降

「ハギレコンテスト」へは

毎年出品し、5回の出品で

3回の大賞、他2回も佳作

やシンデレラ賞を獲得され

ています。

今までに作られた作品は

50点以上になります。そ

のほとんどをお友達や病院

などへプレゼントされたそ

うで、ご主人が入院されて

いた病院では、退院した今も受付に飾ってあるとのことで

す。

足立区「平成29年度
介護従事者永年勤続褒賞式典」

日介センター高円寺
コンテスト初出品でいきなり大賞

ご 利 用 者 紹 介

中野睦子さん 昭和27年生まれ

ご主人の暢之さんとご一緒に

1階ロビーでは「介護フェスティバル」
を開催

近藤区長より賞状が授与されました

近藤区長のご挨拶

左から、桶かよ子さん、中村美紀さん、
榎本芳美さん

▲テディベアがいっぱい
▼記念すべき初めての受賞作品



＊長年の防災救護への貢献が認められ、
日介センター蒲田が表彰されました＊

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

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

　あけましておめでとうございます。本年

も本誌をよろしくお願いいたします。

　平成の声を聞いて30年目の節目の年。

心穏やかに過ごせる年となりますように。
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日介センター蒲田は、日頃の地域への防災救護の取組みが東京消防庁の
所管する矢口消防署の高い評価を受けて感謝状が授与されることになり、
平成 29 年 9 月 8 日 ( 金 ) に行われた授与式には日介センター蒲田の支店長
が出席しました。感謝状を手にして職員の意識も一層高まり、今後も介護・
福祉を通じて地域に貢献していこうと気持ちを新たにしています。また、
東京消防庁から「応急手当奨励事業所」の許可を受け、救命講習受講優良
証を交付されました。詳しくは東京消防庁のホームページをご覧ください。

「ベストポジション・バー」とは、工
事不要で設置できる突っ張り型の手す
りで、自宅で生活されている多くの方に
ご利用頂いている弊社の定番商品です。
ただ、今までの突っ張りタイプの手すり
は室内でしか設置できないものでした。
この進化版ベストポジション・バー「ベ
スポジ -e」は、耐水加工されているため、
外玄関やベランダ、軒先などの屋外にも
設置することができます。また天井と床
との設置距離に190～ 270cmと幅が

ありますので、一般的な住宅で
あればほとんどの場所に設置す
ることができます。
転倒を心配することなく、安
全安楽に在宅生活を続けて頂
くためにも、歩行や段差の昇
降、立ち座り等に不安のある
方に一度お試しいただきたい
福祉用具です。お試しで1週間お使い
頂けますのでご相談ください（「日介セ
ンター竹の塚」TEL：03-5851-3710）。

おすすめの 福 祉 用具

「ベストポジション・バー（ベスポジ-e）」
暮らしの困ったを
おまかせください！！

　独自の研修を受けた
経験豊かなスタッフが
対応しており、お客様
からご好評頂いており
ます。今後も迅速かつ
丁寧なサポートを心が
けてまいります。
　ぜひ上質なサービス
をお試し下さい。
＊COCOらいふでは、一緒
に働けるスタッフを募集し
ております。
〈フリーアクセス〉

0800 - 800 - 8551

家事代行・
COCOらいふ


