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～ みんなが生き生きと暮らせる街に♪ ～

[特集] 創立１００周年に向けて
地域の中の社会福祉 ～本来の地域ニーズを満たすために～
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新しい年を迎えて
『
教会讃美歌』の中に、「
新し たいと思います。
い年を迎えて」
という言葉で始
東京老人 ホームでは一二 月
まる讃美歌 があります。そこ 二五日のクリスマス当日にみん
には「
過ぎ去っ
た日々の悲しみ、 なでクリスマスの礼拝をし、いつ
さまざまな憂いはすべて、キリ ものようにすばらしいコンサー
ストに委ねまつって、み恵 みが トに耳を傾けました。皆さま
溢れるような生き方を今年は 方はどのようにクリスマスを楽
しよう 」という 一 節 があり ま しみ、どのように新年を迎えら
す。
れたでしょうか。この一年が明
昨年はパリの大規模なテロ事 るい話題の多い一年であること
件があり、その他の地域でもテ を心から祈っ
ています。
ロが頻発しました。どうしてこ
まだ少 し先 になり ます が、
のようなことが、と暗い気持ち 東京老人ホームではかなり大
になります。そのおかげでテロ 規模な改修工事に入ります。
を実行したとされる「
イスラム そのことでご迷惑をおかけする
国」
への空爆が激しくなり、そ こともあると思いますが、ご理
の結果、また被害者が出るとい 解 をお願 いいたします 。利 用
うイタチごっ
こが続いています。 者の方々が少しでも安心して
報復が報復を呼び、憎しみの 快適に暮らせるようにといつも
連鎖が続きます。そうした現 考えているのですが、その一環
実から目を逸らすことは許さ としての工事です。
れないのです が、「新しい年 を
迎 えて」前 向きに一 年 を始 め
さて、先に挙げた『
教会讃美

理 事長

鈴木 浩

歌』
ですが、その最後の節は「
自 歌い、聖書を読み、牧師の話を
分だけ生きるのではなく、はら 聞きます。わたしも月に二回
からと手を携えて、み恵みが溢 のペースで礼拝を担当していま
れる国を地の上に来たらすよ す。
うな生き方を、今年はしよう」 目には見えませんが、この東
となっ
ています。新しい年を迎 京老人ホームも神の恵みに包
えた決意を歌っ
た讃美歌です 。 まれているとわたしは信じてい
この老人ホームを始めたのは、 ます。そして、利用者の方々お
日本福音ルーテル東京教会の 一人お一人の上にも神の恵み
方々でしたが、ルーテル教会で が届けられていると信じていま
は、多 くの教 会 が元 旦にも礼 す。それだけでなく、この東京
拝をいたします。そのとき必ず 老 人ホームに何 らかの意 味で
といっ
ていいほど歌われるのが、 繋がっ
ている方々にも同じ神の
この「
新しい年を迎えて」
という 恵 みが届 けられていると信 じ
讃美歌です。
ています。
たとえ小さな歩みでも、神の
この「
いきいきまーち」をお読
恵みに溢 れた生活がこの東京 みくださっ
ている方々の上に神
老人ホームに実現するように の恵みが豊かにありますよう
と年に初めにあたっ
て改めて思 にと、新 しい年 を迎 えてお祈
います。老人ホームでは土日、 り申し上げます。
休日を除く毎日、近隣の教会
の牧師の協力を得て礼拝を守っ
ています 。みんなで讃 美 歌 を

2

2016.1

いきいきまーち NO.49

ぽぽたん運動会

実 践 研究 発 表会
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楽しいおやつ作り
「ホットケーキ」
楽しく2人でロールピクチャー

一一月二九日 日）、一二月五
(
日 土）
の二日間に分けて「
実践研
(
究発表会」
が開催されました。こ
の「発表会」は、法人の各部署で
日頃行われている業務の課題を
踏まえて、改善に向けての取り組
みを発表し共有することを目的
として毎年開催されています。
今年は、四つのグループの発表

【実践研究発表 テーマ】
特別養護老人ホームめぐみ園 「余暇活動の個別化にむけて」
発表者 中島さつ子、豊田友香里
事務室 「職場のコミュニケーション活性化への取組み」
発表者 和泉圭子
養護老人ホーム東京老人ホーム
「養護における口腔ケアの取り組みについて」
発表者 細山恵梨、茂木文
るうてるホーム・東京老人ホーム合同研修（東京老人ホーム発表）
「新人育成について」
発表者 清水めぐみ、高橋由佳
【特別参加】
るうてるホーム・東京老人ホーム合同研修（るうてるホーム発表）
「思いに寄り添い、大切に思うこと」
～人材育成から学んだこと～
発表者 るうてるホーム 通所事業部 三木勝利

デイサービス ぽぽたんの活動

秋の作品

うれしい声をたくさん頂いており
デ イサー ビ ス ぽ ぽ た んは昨
ます。
年 の一 〇月 に開 設 し、一 年 が
「
さっ
き来たと思っ
たらもう帰る
経 過 致 しました。
時間になっ
ちゃうわ」
など、ぽぽた
通所される利用者も増加し、楽 んで過ごす時間が利用者にとっ
て
しく賑やかな毎日となっ
ています。 くつろぎの時間、ふれあいの時間と
通所されている利用者から「ぽ なっ
ていると感じております。
ぽたんの門扉を見ると嬉しくなっ それではデイサービス ぽぽたん
ちゃう」
「
通所する日が早く来な の活動の一部ではありますがご紹
いか楽しみに待っ
ているんです」
等 介いたします。

実践研究発表会

別(表 実:践研究発表テーマ）
があ
りました。それぞれの部署の課題
や取り組みのプロセスを職員同士
で分かち合うことができ、各部署
の今後の業務運営の参考になり
ました。また、実践の場で奮闘し
ている様子が発表を聞いて伝わり、
その熱意もホームの職員全体で
分かち合えたと思います。
一二月五日 土）
には、大阪にあ
(
る「
るうてるホーム」
に特別参加と
して発表に加わっていただきまし
た。昨年度から、るうて
るホームとは、理念に基
づいた育成について学び
合う合同研修を行って
いました。今回は、その
研修を踏まえた上での
実践を発表いただきま
した。理念を共にする
法人と実践を通して学
び合うことの意義深さ
をあらためて感じまし
た。

るうてるホーム三木氏

ひなたぼっこ「東伏見神社」
秋の日差しを浴びに
「小平ふるさと村」

特[集 ]創立一〇〇周年に向けて
地域の中の社会福祉 ～本来の地域ニーズを満たすために～

開始時期は異なりますが介護 職が担うべきだと思うのです。
保険制度本体からは切り離さ
認知症に対する支援はどうなっ
れていきます。
たでしょうか？今までいろいろ
では、本来介護保険制度
（ 専 な施策が講じられてきました
門職）
で担っ
ていた支援は誰が担 が、大きくは変わっ
ていません。
うのでしょうか。地域包括ケア 認知症の方への支援についても目
システムでは、『互助』
『
共助』
で 的を行いつつも実際に訪問時間
担うことがシステムの基本的な が短縮されているわけですから、
理念となっ
ています。しかし、こ 適切な認知症ケアの提供という
の『
互助』
『
共助』
の二つは簡単に 点では現行制度では不十分です。
達成できるものでしょうか。
やはり認知症ケアに関しては
『
自助』
とは、自ら生活を支え、 長時間の定期的な関わりと、ご
自ら自身の健康を管理すること 家族への専門的な相談支援等が
を指しています。果たして高齢 必要です。また、定期的に休息
の方にそれを求めることが実際 を取ることも大切ですが、ただ
にできるのでしょうか？私は難 介護から離れるだけでなく、介
しいと思います。つまり、地域包 護者自身のゆとりの時間を作る
括ケアシステムの基本理念とい 支援もあるべきです。認知症の
うハードルがとても高く設定さ 方のご家族が、『
いつま
れているのです。本来介護保険 でこの介護生活が続
制度が担っ
ていた部分については、 くのか』
という先の見
やはり私たち社会福祉の専門 えない介護で心身と

めぐみ園ホームヘルプサービス所長 井上 秀克
『
地域包括ケアシステムとは』
度がスタートしました。その制
要介護状態となっ
ても住み慣 度に対して様々な課題が生じ
れた地域で自分らしい暮らし ましたが、それぞれがきちんと
を続けることができるよう、五 解決されずに地域包括ケアシス
つの構成要素『
住まい・
医療・介 テムが進められているように思
護・
予防・
生活支援』
が一体的に います。私たち訪問介護 ヘ
ル
( パー）
提供される支援体制で、概ね三 で例えると、制度開始当初は支
〇分以内に駆けつけられる中学 援に見合っ
た派遣時間が確保さ
校区域を日常生活圏域の単位 れ、利用者に提供されていまし
としています。なお、このシステ たが、制度改正を重ねる度にた
ムの構成する概念として自助・ とえ必要な支援であっ
ても時間
互助・共助・公助があります。 短縮を余儀なくされてきまし
対象は地域の高齢者だけではな た。本来専門的に必要な支援で
く住民全員で、その地域にあっ あっ
たからこそ介護保険制度に
たシステムの構築が必要なことは、 組み込まれていたものが『
お金』
夏号 四(七号）
でご紹介しまし がかかるからという理由で制度
た。西東京市に関しても地域包 から切り離されてきたのです。
括ケアシステムに向けて準備が
要支援者に対しての支援も同
進められています。
様です。本来要介護にならない
よう必要な支援を行うとの目
『
本来の介護保険制度の課題は』
的で介護保険制度に組み込ま
れていましたが、市町村ごとに

二〇〇〇年から介護保険制
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実践』
『私たちの考え方・
右記のようにいろいろと述べさ
せていただきましたが、私たち
はその都度変わっ
ていく社会福
祉 制 度 の中 で常 に本 来 の
『
社会福祉』
の視点に立って
考えて続けています。そし
て、認知症ケアをはじめ、
実践を通してのノウハウを
蓄積し、研修を重ね地域の
方々へ質の高いサービスの提
供及び専門的な相談及び助
言を行っ
ていきます。
当法人では、物忘れや体
力などの衰えを感じてきた
方も、できる限り住み慣れ
た地域で自分らしく暮ら
し続けていただくための活
動として『おひさまカフェ』
という地域貢献事業の一環
としての取り組みを始めま
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もに疲弊されているのを実践を にあるからこそ私たち専門職に の介護と外部の介護サービスを した。
通して拝見致します。本来は家 よるご家族を対象とした直接 組み合わせて介護を受けさせた
また、この『
おひさまカフェ』
の
族介護者が無理せずに日々の生 的な支援 ケア）
が必要なのです。 い』
という結果となっ
ています。こ 活動を通し、物忘れがあっ
たり
(
活が継続できるよう支援が必要
の結果をふまえるといずれにし 体力の衰えを感じていてもサポー
ですが、残念ながら我が国は、 『実際に介護を受ける側の希望』
ても介護を受けるご本人の希望 トがあれば発揮できる能力につ
様々な認知症施策はあるものの、 円グラフの通り、介護を受ける としては、専門職による介護サー いて、地域の方々にも理解を深
介護者を対象とする効果的な ことに関してご本人の希望で最 ビスを求めていると考えます。
めていただくことも目的の一つで
公的サービスが存在していないの も多かっ
たのは、『
家族に依存せ
す。
です。その部分が制度から漏れ ずに生活できるような介護サー
その他、地域交流を目的とし
ているのです。
ビスであれば自宅で介護を受け
たイベント、『
いきいきさんデー』
現実的に認知症ケアに関して たい』
です。一方で家族の希望で
や『
ぽぽたんカフェ
』
も継続的に
は、ご家族による介護が大前提 最も多かっ
たのは、『
自宅で家族
開催し、今後も積極的に地域貢
献に力を注いでいきます。その
他、高齢者事業以外では、障が
い者の実習生を継続的に受け入
れ、次年度の雇用に向け準備を
進めている段階です。
これら本来の社会福祉を目指
している考え方、及び実践につい
ての根本は、当法人の理念であ
るキリスト教の愛の精神～人を
大切に思う心～からきています。
これからもこの理念を掲げつつ
地域ニーズを見出し、サービスを
提供していきます。
介護の希望(本人)

３. 家族に依存せずに生活
ができるような介護サー ビス
があれば自宅で介護を受け

たい ４６%

介護の希望(家族)

２. 自宅で家族の介護と
外部の介護サー ビスを

組み合わせて介護を受け
たい ４６%

『介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集（結果概要について）』
2010年 厚生労働省老健局 よ り

…

私たちの暮らしと「目標」

…

頑張りすぎない目標も大切

高齢期になると出来なくなっ
てしまっ
たことにばかり目が向
きがちですが、今の状態を一〇
〇％とすると一一〇％、もし
くは一〇一％の取り組みを日々
積み重ねることが目標達成につ
ながります。
いきなり二〇〇％の取り組み
をしようとするとプレッシャーに
なっ
てしまいます。

毎 月一 回 日曜 日 の 午 後 を、
予 定 して い ます 。 二 月 は 七日
午後二時です。
フ ラ ッと お 立 ち 寄
りください。

計 画 ・準 備 をし て き ま し た。
一 月一〇日 ようや く「
おひさ
まカフェ」
をオープンしました。
場所は「ぽぽたん」です。

て き たと 自 信を 無 く し て いる
方 で もカ フ ェの ス タ ッ フ にな
り 、 一緒 に オモ テ ナ シ を と、

おひさまカフェオープン
歳 を重 ね 最近 物 忘 れ が 出て
き た と感 じ る方 、 体 力 が 落ち

第一六 回
大人になると褒められること
が少なくなります。目標に向け
介 護 情 報
て頑張っている方がいたら、出
③介護保険における目標について
来たことを言葉にして褒めてく
ださい。さらにご自身で褒める
支援のための目標を設定
設定します。
平成一二年四月に施行された
その人ならではの目標を設定 ことも原動力ににつながります
することで、ご本人も支援を行 ので、是非お試しください
う側も日々の生活に対する意
次回は「目標設定におけるポ
識が変わっ
てきます。
イント」についてお伝えします。

ご自宅で生活する方対象の計
介護保険制度は今年で丸一五年
画書にはご本人の状況や①必
を迎えようとしています。昨年九
月の総務省のまとめをみると六五
要とされる様々なサービスの種
歳以上の高齢者のうち、約一一％ 類②そのサービスを設定した理
の方が介護保険を利用しているこ
由③担当する事業所名なども
とがわかります。
記載されます。その計画を受
今回は高齢期の生活に欠かせな
け、訪問介護 ホ(ームヘルプ）
や通
い介護保険における目標について
所介護 デ(イサービス）
、訪問看
お伝えします。
護など、それぞれの担当でさら
二つのサービス計画書があります
なる計画と支援目標を設定し
介護保険における計画書は ています。
大きく二種類に分けられます。
目標とする生活がスローガン
一つはご自宅で生活をされてい
る方の計画書、もう一つは施設
施設・
居宅それぞれの計画書
で生活されている方の計画書で の 枚目には「
目標とする生活」
1
す。その中に具体的な目標と支 や「
生活に対する意向」
を記載
援内容を記載しています。
することになっ
ています。 1
介護保険施設で生活されてい 年単位の大きな目標では
る方は施設が一元的に二四時 「
口から食事をとれるよ
間の支援を行いますが、ご自宅 うになり、家族と外食に
で生活されている方は様々な事 行きたい」
「
けがを治して
業所がチームを組み生活を支 故郷の北海道に帰省でき
えているため、より細かな計画 るようにする」
などその時
が必要となります。
点での最終的なゴールを
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第一六回 栄養士のパレット
いろ いろ な食 の話 題を 紹介 する コーナー

直前におろすのが良いです。
温かい食べ物がい 皮には毛細血管を強くするビタミンＰも
冬の 大根
つもより美味しく 含まれていて、脳卒中の予防効果もあり
感じる季節になりました。今回は、おで ます。また、葉はカロチンやビタミンＣ、
んや煮物、焼き魚に添える大根おろしな カルシウム等が豊富です。
ど、食卓に欠かせない大根についてのお話
剥いた皮は、牛蒡のようにきんぴらにし
です。
て調理も出来ます。捨ててしまうのはもっ
大根にはでんぷん分解酵素のアミラーゼ たいないので無駄なく食べましょう。葉の
を多く含みます。でんぷんの消化を促進 部分は、緑黄色野菜でカルシウム・
鉄な
し、胸やけや胃もたれ、二日酔いなどに どのミネラルや、葉酸、ビタミンＥが豊富
有効。ビタミンＣも多く、特に内側より に含まれています。今は切っ
て売られてい
も皮の方に多く含まれています。食物繊 る大根も多いですが、葉つきの大根が売っ
維も多く含まれ、便秘予防にもなりま ていたら是非葉も召し上がっ
てください。
す。また、カリウムも多く含まれている
大根は部位により味が違います。葉に
ので、摂りすぎた塩分を体外に排出して 近い部分は辛みが弱くかたいので、大根
くれる役割もあると言われています。
おろしやサラダに。真ん中部分は甘味が
辛み成分はイソチオシアネートと言い、 強いので煮物などに。先端部分は辛みが
皮や先端部分に多く含まれています。こ 強く繊維も多いため汁の具や漬物に。葉
の成分は血中の脂肪の代謝を高めるほか、 は漬物や汁の具や漬物に使えます。
がん抑制や抗菌性もあると言われてい 葉と皮まで丸ごと栄養満点の大根、冬
ます。大根は、皮も栄養満点なので、皮ご にたくさんいただきましょう。
とすりおろすとよいでしょう。
今回は、真ん中の甘い部分を使った「
ふ
おろして二〇分経つとビタミンＣが減 ろふき大根」
を紹介します。
少してしまうので、大根おろしは食べる

メニュー紹介『 ふろふき大根 』

材料 四
[人分 ]

大根・・四～五㎝二切れ

昆布・・・・・・八㎝角

味噌・・・・・大さじ二

本みりん・・・大さじ一

上白糖・・ 大さじ ・1五
ゆず皮・・・・・・適量

①大根を四～五㎝の輪切りにする。

②皮をむき、面取りをする。裏側に隠し包丁
を入れる。

ひ(と手間かける時は、大根にコメのとぎ汁か、
水にコメ大さじ一を入れ、下ゆでする。）

③鍋に昆布を入れ、大根に水がかぶる位入れ、

弱めの中火で煮る。竹串が、すっと通れば、

出来上がり。

④調味料を混ぜ、トロッとするまで加熱する。

⑤大根を器に盛り、みそだれをかける。

ゆずがあればゆず皮を飾って出来上がり。

2016.1
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施設献立の例

10月18日（日）秋晴れのなか、地域の方、施設入所者、職員で築きあげるイ
ベントとして開催し、大勢の地域のみなさまが来場され、盛況のうちに終えるこ
とができました。
今年は、新たな取り組みとして会食会を地域のみなさまに案内し、大変好評で
した。また「いちょう」のメッセージボード（写真）も、たくさんの感想をいた
だきました。アンケートからも「講演会を聞きたかった」、「模擬店などで食事
をしたかった」、「演奏や合唱を聞きたかった」などがありました。

西武柳沢駅
弁当

西武新宿方面→
青梅街道

柳沢保育園
東京老人ホーム
保谷第二小学校

お問い合わせ
住所
電話番号
FAX
ホームページ
発行

柳沢中学校

社会福祉法人 東京老人ホーム
〒202-0022 東京都西東京市柳沢4-1-3
042-461-2230
042-461-2280
http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
2016年1月31日 第49号（年4回発行）

☆ご意見ご要望をお寄せ下さい !

編集後記 あけましておめでとうございます。
丙申の年は、これまで準備して
きたものが固まりつつある年といわれます。景気
の回復も不十分、外交も不安定、さらにテロや
空爆のニュ
ースを見てきたので、少々不安ですが、
賢い「
猿」
に期待しましょう。
年四回発行の本誌も、冬号をお届けいたしま
す。特集は、ヘルパー事業の管理者の立場で、国が
目指している「
地域包括ケアシステム」
で不十分と
感じる「
家族支援」
について、その必要性を述べて
います。介護情報では、「
頑張りすぎない目標」
の
設定について大切さを学びました。
新しい一年の私たちの生活に向けて、一人ひと
りが堅実な目標をたて、家族と共に平和に暮ら
せるよう願います。

西武新宿線
←田無方面
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