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　太陽が眩しい季節になりました。今回のむつみのテーマは、「長寿万歳！」です。日本が平均寿命
世界一位になったのは1980年前半。その後ずっと1位を保っています。世界一の長寿大国となった
日本ですが、地域に住む高齢者から寄せられる声は切迫しています。「ただでさえギリギリの生活を
していたのに、年金の引き下げと消費税増税でこの先どう生活して行けばよいのかわからない。」「医
療費もかかるし、長生きしたら家族の迷惑になるんじゃないか。」など…。
　介護保険もいよいよ8月から利用料の2割負担、施設の食費・居住費の見直しと、ますます家計が
圧迫されます。「長生きしてよかった！」という声ばかりではない現実があります。その背景には社会保
障の改悪があります。私たちは、福祉の充実を目指す取り組みと、困難をかかえておられる地域の方
やそのご家族が、笑顔で長生きしたい、長生きしてほしいと思える、安心して暮らせる地域づくりをし
ていきたいと思っています。今後ともよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合ケアステーション職員一同 
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笑顔で長生きしたい

長寿祝いの意味 還暦　60歳
喜寿　77歳
米寿　88歳
白寿　99歳
茶寿　108歳

古稀　70歳
傘寿　80歳
卒寿　90歳
百寿　100歳
皇寿　111歳
大還暦　120歳

～安心して暮らせる地域づくりを～

長寿の祝いは「年祝」ともいわれ、
長寿に達したことを喜び、それを
記念する儀礼で日本古来からの
しきたりが今日まで伝えられてい
るものです。



仕事一筋！小学

校 の 教 師 に な

り、校長まで勤

め上げました。

あの時代は女性

の 校 長 は 少 な

く、京都市内で

3人だけ。大変でしたが、めいっぱい働きま

した。今だに年賀状をくれる生徒もいます。

教師をしていたことは、人生の宝です！ 

私が小さい頃、入院していた母のサツマ

イモ入りのお粥をよく食べて、先生に怒

られたり、リハビリの母の後を音が鳴る

靴で付いて歩いたことが楽しかった思い

出です。 

小さい頃から走ることが

好きで、中学校の頃は練

習のため毎日 10 ㎞を走っ

ていました。

25 歳で就職した会社で

は、毎年長岡京で運動会

が盛大に催され、200ｍ、

400ｍ、800ｍ、1500ｍの

すべての競技に参加し、

優勝して賞金をいただき

ました。1 ケ月分の給料に

相当し、妻と一緒に喜び

ました。

60歳から10年間海外旅行21カ国

（ヨーロッパ・アメリカ・カナ

ダ・中国・韓国）などに行きまし

た。NHKのテレビ「まち歩き」な

ど見て、行ったところがあれば、

「良かったね」と楽しく思い出し

ています。 

「88歳？そんなになるの？私は昔の事よりも

デイサービスに来ることが幸せ。昔のことは

思い出せないから。デイサービスの外出が好

きで、桜と紅葉ドライブは毎回楽しみにして

いる。お誕生日には植物園に連れてもらった

よ。本当にここに来ることが今一番幸せで

す。」

「若い頃事務の仕事をしていた。何年か忘れたけど

10月6日に西陣大空襲にあった。空が急に曇って暗

くなって…、爆音が聞こえた。すぐに防空壕に非難

した。10人ぐらいしか入れないところやから圧迫死

するかと思った。命拾いしたけど、とても衝撃的や

った。戦争の思い出が強くて、日付だけは今も覚え

ているわ。」 

長寿バンザイ！

喜びも悲しみを乗り越えて

今を生きる幸せ

古稀　
宮本 久枝 様

喜寿　竹内 修次 様

傘寿
吉村 英男 様

卒寿　
梅本 千里 様

米寿　瀧下 禮子 様（表紙写真左側） 米寿　片岡 和子 様（表紙写真右側）

昭和31年、地元小学校の

体育会で優勝



居宅満足度アンケート結果　2014年10月実施

　接遇については概ね良い評価を頂きましたが、服装は過度な装
飾や露出は避けることや利用者の心身の状態を見極めながら、大
きな声で分かりやすく説明を行うなど改善していきたいと思います。
　サービス事業所や医療との連携については、利用者様・家族様
にとって分かりにくさがあるようです。サービス担当者会議はサービ
ス事業所や主治医と相談する場として有効ですが、日常的な連携
が出来るように努めていきます。
 認知症のご家族より、本人の前で相談出来ないことがあるとの意
見がありました。ご本人とは別に、ご家族との面談の機会を持つ等
の工夫や努力が必要です。今後も皆様の声を日々の業務に生かし
ていきたいと思います。

1.記入される方はどなたですか。 2.ケアマネージャーが訪問する
時期や時間帯は適切ですか？

3.ケアマネージャーの言葉遣いや
態度、身だしなみなどは良いですか？

4.本人（家族）の話をよく聞いて、十分な
説明や相談にのってくれますか？

5.今のケアプランに満足していますか？ 6.サービス事業所や医療機関などへの
連絡を適宜とってくれますか？

7.担当のケアマネージャーに
要望することは何ですか？

アンケート配布数157　回収数98　回収率62％
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アンケートにご協力いただきありがとうございました。
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配布数　60件　　回収数　29件　　回収率　48％
1）記入される方はどなたですか？ 2）あなたが、このサービス提供事業所を

　選んだ理由は何ですか？ 

3）昨年、今年利用を開始された方に伺います。
あなたは、契約締結又は利用開始にあたって、
デイサービスについての十分な説明を受けられ
ましたか？

4）あなたは御利用中に孤独感を
　感じられた事はありますか？

5）職員の態度や身だしなみ、
　言葉使いはいかがですか？

6）送迎時の運転は、安心して快適に
　乗車出来ていますか？

7）入浴は気持ち良く快適に出来ていますか？ 8）レクリェーションは楽しいですか？

9）デイで実施している体操の
　内容に満足していますか？

10）お食事はおいしいですか？

デイサービス　満足度調査　2014年度
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訪問看護　看護師11名で活動しています。 
営業時間： 月～金曜日　8：45～16：45　
　　　　  土曜日　8：45～12：45
　　　　　　定休日　日・祝・年末年始（12/29～1/3）　
訪問エリア：（北区・上京区・左京区） 
住み慣れた地域やご自宅で、安心して療養が出来るように
かかりつけ医の指示に基づき、看護上のサービスを行います。
迅速な対応を心がけておりますのでいつでもご相談下さい。 　

葵会デイサービス
利用者の皆様が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、
そして出来るだけ自立した在宅での日常生活が送れるように、
助け合いながら色 な々取り組みを行なっています。また、入浴・
食事・レクリエーションを通じて人との交流を楽しみ、家庭的
な雰囲気の中で過ごしていただく事を心がけています。 

葵会総合ケアステーション紹介

アンケート結果について
　食事について「おいしい」「うすいことがある」等のコメントを頂いています。現在、塩分やカロリーを控えた
食事も柔軟に対応できる業者を採用しています。日によっては薄味と感じることもありますが、そういった日々
の意見を食事の業者にお返しし、改善へとつなげるよう努めています。 
　レクリエーションについては「簡単で物足りない」「春、秋のドライブが最高」「色 な々物を作れて楽しい」
など多くのコメントが寄せられました。作業内容では刺繍や指編みといった手芸の種類を増やし、少し日数
をかけた作品づくりに取り組まれた方が増えました。また機能訓練を希望される方も多く、期待に応えられ
るよう個 の々生活に沿った訓練活動も検討しています。
　2015年4月に介護報酬の改定が行われ、デイサービスのプログラムの変更をしています。利用者様、ご家
族様、その他サービス事業所の方 に々はご迷惑をおかけしていますが、皆様のご意見を尊重し、サービス内
容に反映できるよう努めてまいります。 　　　　　　　　　　　　　　　デイサービス　河合　隆志

11）おやつはお好みにあっていますか？
量、質に不満はございませんか？

12）今後もデイサービスをこの事業所で
引き続き利用したいと思われますか？

居宅介護支援事業所　経験歴2年弱～10年以上の者合わせ
て7人のケアマネージャが、個々のケースを確認し合い、「ご本人・ご家族の
想い」を実現できるために力を合わせて取り組んでいます。昨今の介護保険
制度改定に伴い、支援する側・される側共に厳しい状況ですが、決して立ち
向かう姿勢を忘れず、利用者様がより良いサービスを受けられるよう今後も
努力を惜しみません。

～介護の相談は葵会総合ケアステーションへ～ 　　
※営業時間： 8：45～16：45 （月曜日～金曜日）　8：45～12：45 （土曜日）
　☆営業時間外でも緊急対応を行っています。 
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皆さん、こんにちは。葵会デイサービス
の渡邉と申します。今まで異なる職種
についておりましたが、この度介護とい
う仕事につくことができました。不慣れ
で頼りない事だらけですが、少しでも
皆さんと一緒に楽しく過ごしたいと思
っております。一日一日が勉強の日々 で
すが、その時間を大切に、私のモットー
である「笑顔」で頑張ります。末永くお
付き合いよろしくお願いします。

皆様、短い間でしたがありがと
うございました。まだお伺いして
いないお宅もありますが、この度
上賀茂診療所に異動することに
なりました。こんな私ですが、訪
問することを楽しみに待ってい
ただいた利用者さん達のお宅に

訪問出来なくなるのはとても寂しいですが、またどこかで
お会いする事があれば声をかけてください。皆様が住み
なれたお家で、穏やかに過ごせることをお祈りしていま
す。本当にありがとうございました。

川西 友栄

訪問看護

はじめまして。5月より訪問看護で勤
務しています。以前は京都府北部の
綾部で病院勤務していました。初め
ての訪問看護で緊張していますが、
勉強させていただきながら楽しくが
んばりたいと思います。よろしくお願
いします。

平野 真未

おおみや葵の郷から新しく総合ケ
アステーションに来ました。 いつ
かはしたい！と思っていた訪問看
護の仕事に携わることができ、とて
もうれしく思います。これから頑張
りますのでどうぞよろしくお願いし
ます。 

村田 紗帆

　6月より、葵会デイサービスに仲間
入りをさせていただくことになりまし
た。永年、保育士として働いていたの
ですが、家族の介護を経験し、この仕
事に転職して4年が経ちました。まだ
まだ未熟者です。皆さんにご指導頂
きながら、沢山学びを重ねていきたい
と思っています。どうぞよろしくお願い
します。 　 

訪問看護

新入職員紹介

この度、葵の郷デイケアへ異動に
なります、外山です。総合ケアステ
ーションと歩んできた年月の中
で、沢山の人と出会うことができ
ました。私をここまで支えて下さ
ったことを感謝しています。葵会
デイサービスを離れるのは寂しい
ですが、新しい職場で沢山のこと

を学び、デイケアの職員と共に利用者様に寄り添う日々
を過ごしていきたいと思います。

渡邉 由理子 

外山 千鶴

デイサービス

デイサービス

異動職員

本宮 真紀子

　介護保険制度の改悪により、今年の8月より一定以上の所得がある方は利用料が1割から2割負担に上がりま
す。被保険者対象に「負担割合証」が発行される予定です。一定の所得以上とは、単身で280万円以上、2人世帯
で346万円以上の方です。2人世帯の場合は、「１人分の年金収入が280万円以上であっても、世帯の年金収入
が346万円以内」であれば「1割」となります。
　利用料が上がることで、必要な時に必要な介護を受けられず、サービスを見直す、回数を減らす方が多く生じる
ことが予想されます。介護保険制度の改善を目指して、今まで以上に大きく運動を広げていきます。皆様のご協力
をお願いいたします。

　～利用料の2割負担に悲鳴！～

デイサービス 訪問看護



　写真と図入りの説明書をもとに、二人一組でタクティールケアを行っ
てもらいました。
　ケアをする側は「マッサージの力加減はどれくらい？」「順番を覚える
のが難しい」「お父さんにも教えんとマッサージしてもらわれへん」と賑
やかでした。ケアを受ける側はほとんどの方が「気持ちいい」と眠気を
誘う場面もみられ表情もゆったりしています。
　お母様を介護する娘さん、ご夫婦など一緒に暮していてもお互いの
体に触れるのは「介護」の場面が多く、時にはイライラした気持ちになる
こともあると思います。優しく声をかけながら体に触れるのはケアを受
ける側、ケアする側両方に気持を落ち着かせる効果があります。 

　講師の小林作業療法士は「ものわすれ外来」
の担当を長年務めてきたベテランです。認知症
になりやすい原因や生活習慣、予防の知識を
わかりやすく説明していただきました。バランス
のよい食事、 適度な運動、規則正しい生活、興味と好奇心、人とよい付
き合いをもち、くよくよせずストレスをためない生活を心がけることが大
切であることを学び、最後に軽く運動をおこないました。 

　溝谷正巳先生（おおみや葵の郷施設長）を
講師に、認知症の病気や予防について学習し
ました。活性酸素、糖化の予防、運動習慣、知
的活動、脳のリハビリ、良質の睡眠等が予防に
つながるとの説明でした。
　その後3グループに分かれ、介護体験や、意
見交換を行いました。「介護を担っている同じ
立場の人の意見が聞けてよかった」「今後も家
族同士の交流の場を続けてほしい」など感想
が出されました。

【第1回】認知症の理解を深める

認知症についての連続講座を行いました

11月22日（土）
22名参加
紫野協立診療所　コミュニティホール

 2月28日（土）　13名参加 
紫野協立診療所　コミュニティホール

 【第3回】タクティールケアの実際

出会えてよかった、家族同士の交流をずっと続けてほしい

【第2回】認知症の運動療法

12月6日（土）31名参加
地域密着型施設きたおおじ



満開の桜の中、利用者さん・家族の方・友の会の皆さんとお花見をしました。
雨が続いていましたが、みんなの想いが届きその日だけ朝から晴れた日となりました。
総勢28人。「きよしのズンドコ」に合わせた体操や手品(なんとお金が増えるというもの)
を楽しみました。

階段の上り下りのある場所でのお花見だったので、行き来が大変だった事
申し訳ありませんでした。その他にも不行き届きがありましたが、皆さんの
ご協力で無事に終えられたことに感謝いたします。ありがとうございました。
またの機会を楽しみにしています。それまで元気に過ごしましょう。 　 

食べる前には健口体操
をしてから、色とりどり
で目にもおいしい豪華
なお弁当をいただきま
した。満開の桜の下でみ
んなと食べるお弁当は
おいしかったですね！ 

 一息ついた後は春の歌や
替え歌を歌いました。あっ
という間の2時間でしたね。
準備をしたスタッフも楽し
い時間を過ごさせていただ
きました。

葵会デイサービスでは、体操やレクリエーション以外にも、個別に応じたアクティビティーの提供を大
切にしています。現在は「刺し子」がとても人気で、隣の方の取り組みを見て「私もしてみようかな」と流
行しています。作品はデイサービス内で展示した後、お持ち帰りいただいています。

4月4日（土）
船岡山公園




