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葵会総合ケアステーション　スタッフ



　昔　母親が織機で麻糸を使って蚊やをつくり夏
になると家族中でその蚊やの中で寝る事が一番の
夏の過し方でした。
　皆んなで、母親が紡いでくれた大島の浴衣で、夕
涼みをしていました。
　幼少時は、福井県の田舎な
ので周りは、山ばかりだった
けれど、懐かしいわ

　子供の頃は、毎日毎日を生きていくのが精一杯で
した。学校から帰ると、まず家のお手伝い（織物業の
糸くり）をしてから外に遊びに行く事が許されていま
した。
　昼のお弁当もおかずは梅干のみ。少し上等になる
と昆布に。そして年２回の遠足の日にやっと卵焼き
が食べられます。夏に精が出るうなぎは年に一度位
かな。
　ほんと、庶民の夏の過ごし方で思い出せるのは、
団扇と行水で、行水とはタライにお湯を入れて汗を
流す事で、これだけは毎日入ることができ、気持ち良
かったですね。
　だから知恵といっても、その日その日頑張った体
にお風呂に入ってゆっくり疲れをとって、ご褒美をあ
げることかな。

　私は小さいころに満州（現　中国東北部）で生
まれ、満州で結婚しました。戦後は、やっとの思い
で、引き揚げてきました。満州の冬は長く、夏が待
ちどうしいですが、満州の夏はすぐに終わります。
暑いと感じるのは、ほんの2週間くらいです。
　満州では、春に桜のかわりに「あんず」の花が咲
きます。夏には小さな実が出来ます。親には子供は
食べたらダメと言われていました。

近藤 嘉一さん（92歳）
団扇と行水

蚊帳の思い出

浅野 サナエさん（96歳）

満州での夏の思い出

後藤 春江さん（98歳）

利用者さまの

夏の思い出



こんなデイサービス

　デイサービスでは、利用者の意欲をできるだけ引き出せるよう
日々努めています。そのひとつとして、水彩画、写筆、編み物、折
紙などを好む方には思いのまま取り組んでもらっています。また
廃材を利用したマット作りや新聞の折込チラシを使ったごみ箱
作りなどの作業も行ってもらっています。
　利用者同士が教えあったり、一緒に作業することで次第に会
話が弾み、交流が深まっています。
　このような環境づくりを大切にしながら、「来て良かった！」と
思って頂ける様に職員皆で知恵をしぼって頑張っていきたいと
思います。 

　あるW氏の様子。最近、認知症状が悪化して何度もトイレに行っ
たり来たり、弄便もあって手に便が付着。そんな事もあり家人も手に
負えなくなり在宅生活が益々困難になっていく相談ケースで、ご本人
にとっての生活の支えで必要な物は何かを検討し支援しています。
　思う事は“認知症になっても馴れ親しんだこの地域での暮し”が、
今後のご本人・ご家族の暮らしを支えていく力となっていくのかな？
　現在、家族の枠を超えた対応として、近隣薬局の方々や地域を良
く知ってる地域包括職員等の力と知恵をお借りして、これからの主人
公の生活面での「安心づくり・人や地域の絆づくり」等を掲げて、相
談奮戦中です

　訪問し、お熱や血圧など測り、お体に異常がないか
様子をみます。そして、その方に合わせて、お風呂のお手
伝いをしたり、身体を拭いたり…。便がでにくい方には、
浣腸をしたり…お腹のマッサージをしたり…。
　リハビリが必要な方には、手足の体操や車いすに乗
る練習などしています。時には、一緒に歌をうたい、発声
の練習もしています。

訪問看護は高齢の方ばかりではありません。障害を持ったお子さ
んも訪問しています。子育て中のお母さんの悩みを聞き一緒に考
え、でも実は私達訪問看護師は皆さんから多くの事を教えられて
います。
現在103歳の方より6歳のお子様まで訪問させて頂いています。

いい気持ちで
すよ‥‥！すっ
きりしました。

看護師さん！
私は一年生。
学校は楽しいよ～
お友達もいるし^ ＾

訪問看護

デイサービス

居宅介護支援 ケアマネジャー色々な相談・支援に関わっています



デイサービス満足度調査　2011年度



手動式吸引器が3000円位

からありますが、ペットボ

トルでも代用することがで

きます。

側臥位になり、出てきた痰

をティッシュでふき取る。

停電するとマット内の空気が少しずつ

抜け、体圧分散性が徐々に低下しま

す。

空気が全部抜けてしまったことを考

え、エアマットの下にマットレスか布

団を敷いておきましょう。

メーカー、種類により構造に違いが有

りますので詳しくはメーカーなどにお

問い合わせください。

フラットにしておき、座布団や

布団を背に当て上体を起こす方

が良い（一度ギャッジアップし

た後に停電になるとフラットに

出来なくなります）

吸引器は？？

電動ベッドは？？

エアマットは？？

☆ すだれ、遮光カーテン、ゴーヤを植えるなど
　日を遮る
☆ 帰宅時には、まず換気
☆ 凍らせた大き目のペットボトルを扇風機の前に置く
☆ 保冷剤をタオルで包み首に巻く
☆ 夏野菜を食べる

節電・暑さ対策アイデア

この夏を賢く
のりきりましょう！

水分補給をまめにし
ましょう！

節電も大事ですが、身
体が一番大事です！
無理はしないで下さ
いね。

アンケートにご協力ありがとうございました。

デイサービス　河合  隆志

　「良くしていただき満足しています」「毎日楽しく過ごさせていただいております」など温かい言葉ありがとうござい
ます。
 デイサービスでは入浴や食事、レクリェーションなどをして過ごしていただいていますが、皆様の笑い声や、元気に
レクリェーションをされる姿に、逆に私たち職員が励まされ、感謝しているくらいです。折り紙の折り方や京都の歴
史・文化など皆様から教わる事も多く、送迎中にも私たちの知らない京都を教えてもらっています。
 レクリェーションや物を作る作業では「苦手やわぁ…」「手が痛くて…」と参加を断念される方もいます。色んな人
に楽しんでもらえるよう多様なレクリェーションや行事を利用者の皆様と一緒に考えていけたらと思います。
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岡田  京子 （訪問看護）
　少し年を取った新人です。
　趣味は花を育てることと、みん
なで歌を歌うことです。
　何でも話しやすい看護師めざし
て、がんばります。

田中  みよ子 （居宅支援）
　４月から新人ケアマネジャーと
して移動になりました。できる限り
のベストを尽くし、頑張って行きた
いと思います。宜しくお願いします。
　　

池田  世子 （居宅支援）
　ケアマネジャーとして始動して
まだ二ヶ月。諸先輩の心ある指導
を受けながら悪戦苦闘の毎日で
す。果たして一人前のケアマネジャ
ーになれる日が来るのか・・と不安
一杯ですが、利用者さん宅訪問で
また力をもらっています。
　「利用者さんが元気の出るケア
プラン」を目指して勉強していくつ
もり、どうか皆さん支えて下さい。

菅　都麦 (訪問看護)
　この度、第2子を無事出産し、葵
会ステーションに戻ってきました。
これまでお世話になった利用者様
も、はじめてお目にかかる方も、温
かく迎えて下さり、嬉しく思います。
至らぬ点もありますが、今後とも宜
しくお願い致します。　

蛭子  有紀 （デイサービス）
　３月より葵会デイサービスで働いてい
る、蛭子です。日々元気に明るく笑顔で
利用者の方 と々接する事を心掛けてい
ます。今後も、皆さんと楽しい時間を一
緒に過ごしていきたいと思っていますの
で、宜しくお願い致します。

中島  加奈 （訪問看護）
皆さん　お世話になりました。
訪問看護に異動してきて初めて体験
することも多く、あたふたをくり返しなが
らあっという間の2年半でした。在職中
はスタッフや利用者様からいろんな事
を教わりました。人生は幾つになっても
「勉強」と思う日々でした。ありがとうご
ざいました。

竹嶋  幸子 （訪問看護）
　６月21日付けで葵会総合ケアステー
ションに異動になった竹嶋幸子です。
　趣味は、食べる事が好きで始めた
「ケーキ作り」です。始めは、「硬い！」「ま
ずい！」「バカの一つ覚え！」なんて言わ
れてきましたが、今では…。どうであれ
いいんです趣味ですから。

　モットーは「仕事は楽しく」で、「楽しい」の延長には「よかった人
生」が待っていると思えるからです。これまで病院と老健施設で働
いてきましたが、異動や病棟を変わる毎に、私なりに学びも深めら
れてきましたし、年の差を越えてたくさんの仲間ができ私の財産
です。
　訪問看護は経験がなく不安もありますが、新たな出会いへの
期待も大きく楽しみです。これから出会える皆様方といいお付き
合いができれば良いと考えます。
　慣れない職場でご迷惑をおかけすると思いますが頑張って行
きたいと思っています。宜しくお願いします。

お世話になりました

夏祭りのヨーヨーつりです。
夏祭りで順番にスイカ割り
をしていただきました。
割ったスイカは三時のおや
つに食べていただきまし
た。

あれ、こっちだったかな？
それともあっちかな？

どれにしようかな？

新入職員紹介 えびす

つむぎ

よ　こ



　戦後間もなくのころ、国民小学校の５．６年生
だった私は自分の通っていた紫明国民小学校の
校庭で開かれた盆踊りで踊りました。
　物の無い時代に、母が妹と二人分の浴衣を作
ってくれたことは、今でも大切な思い出です。

　私は戦前、子供の頃に百万遍の方に住んでい
ました。家の近くに散髪屋があり、その前に広い
空き地があり、そこで盆踊りをしたように思いま
す。屋台も出ていたように思います。

　戦前、私は船岡山の近くに住んでいました。そ
の頃は、盆踊りが流行っていて、あちらこちらで、
少しの空き地に櫓（やぐら）を組んで盆踊りが開
かれていました。
　仲の良い三人姉妹の末っ子の私は、浴衣を着
て、姉達と一緒にあちこちの盆踊りをはしごしま
した。楽しい思い出です。

昔、家の裏が川になっていてよく遊んだ。『なや』
という竹で作った網を使用して、鮎を取った。ま
た、鰻なども取れることがあった。

はしごをした盆踊り

綿矢　良さん（93歳）

国民小学校での盆踊り

中嶌　英子さん（78歳）

石川 スエさん（９１歳）
川でよく遊んだ

百万遍の盆踊り

大村 エミ子さん（88歳）

利用者さまの夏の思い出

夏祭り



爪楊枝を交
互に並べて
いきます。

これで完成
です。素敵な
花の置物が
できました。

好きな造花を選んで、適当な長さ
に切って鉢の中にさしていきます。

手品・・・ボランティア
さんによる手品の披露で
す。利用者様にも手伝っ
ていただいています。
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これが土台
の部分です。

造花の花を入れる鉢を作り、
その中に花をさしていきます。




