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　総合ケアステーションが一部待鳳地域に移転し、1年が経過しました。 
　2回目の友の会の支部総会と平和バザーを開催し、ビラを見てたくさんの地域の方 に々お越しいただ
きました。介護事業を担う私たちは、この一年待鳳地域にとって必要な社会資源の一つとしての役割を
発揮することを目指してきました。日本列島を災害が襲う中、京都も例外ではなく台風による暴風雨、土
砂崩れ等の被害に見舞われました。介護事業所として、今後、地域と連携し協力しながら災害対策に取
り組んでいく所存です。
　8月より介護保険利用料の3割負担が、10月からはヘルパーの生活援助の回数制限が始まりました。
どんどん使いづらくなる介護保険制度をより良い制度に、介護職員の処遇を改善するための介護ウェー
ブの運動に取り組んでいきたいと思います。
　この間、皆様の協力して頂いた憲法9条を守る署名は、444筆集まりました。秋の臨時国会で安倍首
相は憲法改正案を提出すると明言しています。唯一の被爆国として、核兵器を廃絶し、二度と戦争を起
こさないという平和の誓いを発信していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

待鳳地域とともに、憲法を守る決意新たに

2018年4月　今宮公園でのお花見会にて



　66歳の頃、自宅で織物屋の仕事をしながら認知症
の姑の介護をしていました。
　姑からは昼夜問わずに大声で呼ばれ、織物の仕事
は途中で止めたらどこまでやったかわからなくなるの
でとても困りました。放っておいたらあっち行ったりこ
っち行ったり、ときには大便が壁についていたりとその
時期が一番大変で忙しかったです。それでも、デイサ
ービスやショートステイの皆さんに助けられ、気持ち
も楽になり介護を続けることが出来ました。最期は息
子の顔すらわからなくなりましたが、ちゃんと介護をし
てあげられて良かったと思います。そして、今思えばも
っともっと介護してあげたかったとも思います。

私が一番忙しかった時

「学校と仕事」

橘　民子さん

　夫のお父さんが友禅の染色工場をやっていて若い
子たちに教えていた。夫は後をついで染色屋をした。
私は夫が染めた物をゆすぐ、乾かす、たたむ、そしてお
得意さんに配達をし注文を聞く。30歳からやっていた
かな。ご主人が来るよりあんたが来た方が良いわとお
得意さんにおだてられて、忙しかったが楽しかった。
　本当の苦労はここからで主人が急死してから何の
お金も入らなかった。
　収入がなく60歳ころから洋裁を始めた。舶来品の
洋服のお直し。どんな直しでもするのでブティックのマ
マに気にいられた。ミシンにかじりつき夜中の2時まで
やった時もあった。ミシンは高額なものだったので取
り返す意気込みで頑張ってきた。その収入だけでやっ
てきた。

　よく親のマッサージをしていたので、マッサージが上
手でした。
　手書き友禅の仕事をしていた時、職場の人に揉んで
あげたら「こんなに上手なのに、なんでその道に進まな
かったの？」と言われ一念発起。
　マッサージの研修生として働きながら、学校に通いま
した。
　朝から晩まで本当に忙しかったです。
　無事に資格を取り働き始めました。
　京都と言う土地柄、お客さんが芸能人ということもあ
って、指名をして下さる俳優さんも多くおられました。
　でも有名な人も一般の人も、私にとっては みんな大
事なお客さんです。

　昔、小学校卒業後は義
務教育ではなかったので、
13歳から家の織物業を手
伝い60歳まで働いてきま
した。私らは“チンバタ”で、
川島織物など大きな会社
から委託を受け、糸、図案、
紋紙を預かって作るため

手間賃として賃金を貰っていました。だから賃機(チンバ
タ)というのですわ。この辺は織物関係の家ばかりで、早
朝から夜通し織物機械の音が鳴り響いていました。そ
の音がいつも当然のように聞こえ、赤ん坊を背負いな
がら毎日主人を手伝っていました。気付けば、あっとい
う間の47年間。一番大変で忙しかったように思います。
今では2軒程しかなくなった機織りの音が懐かしく感じ
るようになりました。

「介護と仕事」

弓下 千枝子さん
「60歳から洋裁」

M・Yさん

「織機の音」

藤木 涼子さん



配布数113件　　回収数63件　　回収率56％

1）記入される方はどなたですか

8）あなたが苦情や改善の要求をしたときの訪問看護師
の対応はいかがですか

2017年度　訪問看護アンケート結果
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2）当ステーションを選ばれた理由は何ですか

3）あなたは契約締結又は利用開始にあたって、訪問
看護についての十分な説明を受けられましたか

4）訪問している看護師の態度や身だしなみ、言葉
遣いなどはいかがですか

5）訪問看護師が提供する看護内容はいかがですか

7）訪問看護のサービスを受けることで介護への負担や
不安が少しでも軽くなっていますか

6）あなたは訪問看護師に介護や病気のことなどをいつ
でも相談し、納得できる助言を受けていますか
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　前年度と比較すると、「訪問看護利用についての充分な説明」を「だいたい受
けた」「受けた」とご回答いただいた割合と、「看護師の身だしなみ」や「受けてい
る看護内容」に対し、「ほぼ満足」「満足」とのご回答の割合がかなり上がってい
ました。
　一方で、「言葉遣いがよくない」「合う(満足できる)看護師とそうでない(不満
足の)方がいる」「民医連どうし、横の連携をもう少しとって欲しい」とのご意見も
ありました。このご意見に対しては、スタッフ間での情報共有や意見交換、ケア
手順の統一などを重視し、今後も継続して行っていく必要があると感じていま
す。また、「介護事例を集めた冊子等をいただけたら活用できると思います」との
ご意見もあり、今後の参考にさせていただければと考えます。
　最後の設問で、「今後も引き続き訪問看護(この事業所)をぜひ利用したい」と
いう回答が昨年度より上回っているという結果に甘んじることなく、スタッフ一
同、より一層の努力をして参ります。
　　　　　　　　　　　　　　 　　訪問看護管理者　岩村 留美子

9）あなたは訪問看護をこの事業所で今後も引き続き利
用したいと思われますか
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配布数187件　　回収数93件　　回収率50％

1）記入される方はどなたですか

7）担当のケアマネジャーに要望するこ
とは何ですか？
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3）ケアマネジャーの言葉遣いや態度
身だしなみなどは良いですか？

5）今のサービス内容に満足していますか？

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？

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？

2）ケアマネジャーが訪問する時期や
時間帯は適切ですか？
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無回答 2％

無回答　1％

無回答　3％
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　約半数が御家族からの意見でした。言葉づかいや服装へ
の評価が高かったのに比して、相談機能については「適切な
アドバイスを積極的にしてほしい」「本人に話しかけてほしい」
等の意見があり、ケアマネジャーへの要望についての自由記
載欄にも、「説明をきちんとしてほしい」「話をよく聞いてほし
い」「依頼にきちんと対応してほしい」など、相談機能につなが
るものが多くありました。利用者の生活の質を高め、その人ら
しい毎日を過ごすことを目標に、ケアマネジャー一同いっそう
の技術の向上に努めていきたいと思います。 
　　　　　　　　　居宅介護支援管理者　国井 牧子 
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2017年度　ケアマネジャー　アンケート結果
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利用者アンケートへのご協力ありがとうございます。



　原水禁は、核兵器廃絶だけに留まらず、平和・安全・平等といっ
た民主的な目的をもった人達を世代や職種、人種、国籍を超えて
繋げている大きな意義を持った大会であるという事にあらためて
気付かされました。当事者達の生の声を聞く事で、原爆の惨禍や
今日の安保に関わる基地問題などについて、知識として深めるだ
けでなく、感覚として捉える事ができた事は自分にとってとても大
きな経験であったと思います。
　　　　　　　　　居宅介護支援　茗荷 勝行　

　2018年4月7日　待鳳友の会家族会花見会を開
催しました。昨年は寒すぎて桜が一輪も咲いていな
い中での花見でしたが、今年は暖かい日が続き、既
に満開を過ぎ葉桜になりかけの中での花見となりま
した。 
　会員、家族様、職員、ボランティア併せて２９名の
参加でした。当日は恨めしい程の寒さでしたが、歌を
歌ったり、ラジオ体操をして体を温めました。今年の
お弁当は「かみとも」に依頼して特別弁当を作ってい
ただきました。お腹一杯食べました。 来年こそは満開
の桜の下で花見をしたいと皆で願いました。
　　　　　　　　　訪問看護　野崎 文美子 

　7月22日に葵会から有志10名で綾部市の災害ボランティア
に参加しました。綾部市災害ボランティアセンターでは、西日本
豪雨の発生以降、被災世帯４１軒から支援要請があり、この日
ですべての作業を完了。私は災害ボランティアセンターの撤収
作業を手伝いました。被災世帯の片付け作業を担当した仲間
の話では家の中は畳も張替えられ、なんとか住める状況にはな
っていたが、庭には背の高さくらいの土砂が詰まれており、精神
的にも被災前のような日常を取り戻すにはまだまだ労力と時間
が掛かりそうだと聞いています。
　ボランティアセンターは閉鎖されましたが、今後も支援要請
があれば、個別に対応するとのことです。時間が経つにつれ忘
れてしまいがちですが、“遠いところの他人事”と思わないよう、
今の自分に出来ることはないか考え、行動しなければと思いま
す。 
　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援　渡邉 泰三　 

原水爆禁止2018世界大会に参加しました（2018年8月4日～6日）

待鳳健康友の会家族会花見会

平成30年7月豪雨（西日本豪雨）のボランティアに参加して…

葵会から10名参加しました。



暮らしの耳より情報
介護ウェーブ

　2018年8月4日(土)、友の会総会に参加し、昨年度の活動の振り返り
と今年度の活動方針を共有致しました。葵会総合ケアステーションは
待鳳友の会の皆様と共にあるのだと改めて感謝し勇気付けられる思い
です。
　午後からは応援に駆け付けた職員と共に平和バザーを行いました。
地域の皆様から寄せられた多数の物品には“なんでも鑑定団”もびっく
りな品が混ざっていたのかも知れませんが何もわからぬが目利きするた
め、かなりお買い得なバザーとなったのではないでしょうか。また、喫茶
コーナーではお菓子作りが得意な職員が特製ドーナツとアイスコーヒー
を提供いたしました。

友の会の歴史を知り、地域と共に歩む思い新たに 

　秋から冬の年末に差し掛かり、「平成最後の～」という言葉が何かと耳
につく時期となりました。今年を振り返ってみると、京都では、特に地震や大
水、猛暑など、「平成最後の夏」の天気天災に驚かされた事が印象に大き
かったように感じます。
　福祉の世界では、そんな平成最後の猛暑に煽られる形で『生活保護世
帯のエアコン購入費用の支給（上限5万円）』が開始されました（季節外れ
で申し訳ありません･･･）。縮小減額ばかりの昨今の生活保護施策におい
て、プラス支給の大判振る舞いに記録的猛暑ばりの驚きと思いきや、支給
条件を見るとその思いも萎んでしまいそうです。その条件は、生活保護の申
請時や新たに住居を構えたり転居した時、その居住先に冷房器具（クーラ
ー）が無い場合、及び被災した冷房器具に限られるという事です。かなり対
象者が絞られてしまいそうですが、もし対象になる人がおられれば、是非来
年の夏に向けて申請してみてください。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援　茗荷 勝行

介護保険の保険料や利用料が
増え、デイサービスの報酬は大き
く下がりました。そして生活援助
の回数制限が始まります。制度改
善・報酬改善・処遇改善を求める
署名やアピール運動を今年も行
います。ぜひご協力下さい。

　今回、足を運べなかった方はまた来年、ぜひお
越しください。物品提供頂いた皆様のおかげで地
域の方 も々お越し頂くことができ、大盛況で幕を下
ろすことができました。
　バザーの収益金は広島で開催される原水爆禁
止世界大会への参加費に充てさせて頂きました。
地域や友の会の皆様と共に、これからも“おかげさ
ま”の気持ちを忘れず、地域に根ざした医療・介護・
福祉を進めていきます。今後ともよろしくお願い致
します。
　　　　　　　　居宅介護支援　渡部 泰三

2018

～今後も取り組みます～

第58回待鳳健康友の会支部総会開催


