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〒603-8206 京都市北区紫竹西南町65-34 

訪問看護　TEL 075-495-2241
居宅支援　TEL 075-495-5678

みんなが笑って暮らせる社会づくりに参加しましょう
　2020年、今年もよろしくお願いいたします。昨年は27名の方が新たに友の会に入会され、様 な々行事や活動に
参加していただきました。健康づくりや仲間づくりの中で笑顔が溢れる一方で、消費税10％が実施、後期高齢者
の医療費（一定所得者の2割負担）や介護保険の利用料（入所等の食費・居住費、高額介護サービスの引き上
げ）は負担増の一途を辿っており、怒りも溢れています。私たちの国民が誇れる日本は、子供からお年寄りまで生
活費や医療費、介護費用などの心配がない、笑顔で暮らせる社会です。そして何より憲法9条が生き生きと実践さ
れる平和な社会です。今こそ笑顔を怒りにかえて、私たち一人一人の意志を示すときです。

私たちは、利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めます。
また利用者様を介護される方の負担の軽減を図ることにより、利用者様が居宅での生活を維持できるよう
に支援します。 
私たちは、利用者様に対して親切丁寧、公平を絶えず心がけ、常に利用者様とそのご家族の立場を理解し
て、利用者様の安全と信頼をえられるように、言動に注意をはらいながら業務を遂行します。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人葵会総合ケアステーション 
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通所介護　TEL 075-495-2588　
〒603-8473 京都市北区大宮山ノ前町36-1

私たちの基本理念
 １.
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港町で古代は国の玄関口として栄えてきた唐津。
近くに山もあり、海と山の幸を楽しめる故郷だった
そう。名物は呼子イカですが、思い出のふるさとの
味は海鮮たっぷりのちゃんぽん。京都に越してか
らもふるさとの味が恋し
く、ご家族に自慢のちゃん
ぽんを振舞っておられま
す。

夏はくず饅頭がおいしかった、懐かしい。鯖
街道があり、鯖寿司もおいしい。 
お釈迦さんの頃になると、今でこそ子どもは
食べないけど、だんご巻きと言って色とりどり
でだんごを作り、わいわいと食べた。焼いても
おいしいし、懐かしい。 
福井では寒い冬にこたつに入りながら、ほん
のり甘くておいしい冷たい水よう
かんを食べるのが通常だった。

地元にいる時からたこ焼きが大好き。 
京都に引っ越して来てからも、毎日お昼にたこ焼きを食べる
ほどたこ焼きが大好きです。 
たまには本場のたこ焼きを食べたいなぁ～

博多はお酒のみが多いのよ。そして、甘い料理が多いわ。 
「筑前煮」が美味しいのよ。 折尾のかしわ料理が有名でね。
折尾に行くと弁当が売りに 来るんよ。 
「折尾や！降りよ！」駅弁買うのが楽しみやったよ。 
甘辛い味付けやったよ。 

＜特集記事＞　利用者さんに聞きました…

石川県金沢は何と言っても、「魚とお米が美味しい」とのこと。
故郷に行く際必ず立ち寄るのはお寿司屋さん。
お勧めはガス海老。ガス海老は甘海老より甘く濃厚で金沢食
通に愛されています。
足が速く金沢でしか食べられないそうなので金沢へ行かれる
際はぜひ食べてみて下さい。

大木 勝美さん　　石川県金沢市出身 

塚本 和子さん　　福岡県博多出身

寺田 敏一さん　大阪市出身

伊藤 フジ子さん　佐賀県唐津市出身 関本 恵美子さん　福井県小浜出身

懐かしい



思い出の食べ物は、 白くまのカップアイス。
昔は真っ白な氷に小豆が入っていて、氷の白が顔で
小豆は目として白くまと呼んでいました。
村で育ったため、町へ行かないと食べられなかったの
で楽しみでした。今の白くまはパイナップルやミカンな
ど果物が入っていますが、氷と小豆だけの昔の白くま
が懐かしいです。 

思い出の食べ物は、 松茸。
私は山口県の海側ではなく山側に住んでいて、
小さい頃は山に入り籠2杯ほどの松茸を取って
きていた。松茸の吸い物、松茸ご飯、焼き松茸、
すき焼きなど今では考えられないくらい松茸を
食べたのが思い出です。

花丸 武子さん
山口県出身

木村 ミエ子さん
鹿児島県出身

職員紹介・ご挨拶

大山　徳子
　（訪問看護） 
おおみや葵の郷から異動で、
5/13から訪問看護師として働
いています。 よろしくお願い致
します。

小林　央絵
　（ケアマネジャー）
おおみや葵の郷の療養棟やデ
イケアで働き、3年ぶりにケアマ
ネに復帰しました。記憶の衰え
てくる頭をフル回転して頑張り
ます。

渡邉　由理子
　 （デイサービス) 
７月より葵の郷に異動になりました。葵会デイサ
ービスでたくさん名前を呼んでくださりとても嬉
しかったです。また、どこかで見かけた時は名前
を呼んでくださいね。

茗荷　勝行
　（ケアマネジャー）
おおみや葵の郷に異動する事と
なりました。在宅での介護の大変
さや、地域で生活し続ける事の大
切さなど、多くの事を学ぶ事が出
来ました。ありがとうございまし
た。

竹村　順子
　（ケアマネジャー）
紫竹地域包括支援センターへ異
動になりました。異動しても「寄り
添った支援」を目指して頑張って
いきます。ありがとうございまし
た。

井上　綾
　(デイサービス)
葵の郷デイケアから葵会デイサー
ビスに異動になりました。職員さ
んやご利用者様に助けていただ
きながら働いております。皆さんと
たくさんお話しできたらなと思って
います。 

おおやまとくこ

こばやしふみえ

わたなべゆりこ

みょうがまさゆき

たけむらじゅんこ

いのうえあや



　原水爆禁止世界大会・長崎に参加させていただき
ました。総会の挨拶の中でボリビアが核兵器禁止条
約の批准への署名を8月6日にされたことが報告され
ました。ボリビアが加わったことで条約の発効に必要
な50カ国の半数に達したこと、8月6日という意味のあ
る日に出されたことに感動しました。しかしまだ25カ国
であること、日本政府が条約に背を向けていることに
憤りを感じます。
　分科会では「被爆遺構・碑めぐり」に参加しました。
原爆で破壊され、再建された「浦上天主堂」は広島で
いう原爆ドームにあたる象徴的な建物。爆風で吹き飛
んだ鐘楼は50トンもあり、その力が非人道的に人 に々
向けて使用されたことのむごさを感じました。「被爆ク
スノキ」は原爆の爆風と熱線により枝葉は吹き飛び、
幹は折れ黒焦げとなりました。枯れ木同然となったク
スノキですが新芽を芽吹き、長崎の人 を々復興に向け
て勇気付けたそうです。（葵会デイサービス　河合）

原水爆禁止世界大会（長崎）に参加しました 

　原水爆世界大会に初めて参加し、多くの人が核兵器
廃絶や平和を訴えて日々行動していることを改めて実感
しました。世界大会では、いくつかの被爆体験を聞くこと
ができました。これまで学生の頃に平和学習などで戦争
について学んだり、被爆体験を聞いたりする機会はありま
したが、今回もう一度聞くことができ、戦争や核兵器の恐
ろしさを強く感じました。話を聞きながら今の生活からは
考えられない戦争中の出来事を想像し、恐怖を覚えまし
た。今まであまり考えたことはなかったですが、戦争や平
和について考えていかなければならないと思いました。原
水禁に参加する機会をいただき、貴重な体験ができたと
思います。（訪問看護　山内）

（2019年8月7～9日）

被爆体験を直接聞いて感じたこと 

原爆で黒焦げとなっても再び青々と葉を茂らせ

長崎市民に希望を与え続ける「被爆クスノキ」

原爆のもたらす恐怖と、
　自然の力強い生命力

＊現在、京都民医連中央病院に
　出向研修中です

葵会から4名参加しました(平和記念像前)
山内（左端）　河合（右端）



　当日は今年一番の寒さかな？というくらい太陽も出ない
寒い日でしたが、誰一人キャンセルすることなく予定通り職
員8名を含む35名の参加でした。
　お口の体操に取り組んだ後、しょうざんの美味しい中華
料理を味わい、ひと段落したところでお楽しみの余興。職員
によるマジックは笑いとハラハラ緊張感に満ちてたくさんの
笑いに包まれました。
　そのあとの頭の体操は、「できひん」「あかーん」という声
が飛び交いました。　

　第59回待鳳友の会支部総会を30名で開催しました。
　若宮相談役から会を代表して挨拶。来賓からも温かい挨拶と
メッセージをいただきました。葛西支部長より、1年間のまとめと
方針が提案され、次年度もお花見会やバザー、食事会など「楽
しい企画を」と提案されました。 食事交流の時には、職員のウク
レレ演奏もありみんなで合唱して楽しい食事の時間となりまし
た。
　来年度は60回の総会となるため記念の企画を検討中です。 

　その後は大人気の平和バザーを開催しました。 今回のバザー
も掘り出し物がたくさん並び、来場者の方 も々熱心に買い物を楽
しまれていました。健康チェックコーナーも盛況でした。また、喫
茶コーナーでは職員がフルーツポンチと石焼き芋をご提供しまし
た。
　収益金は原水爆禁止世界大会への参加費の一部に充てさせ
て頂きました。 地域の皆様、友の会の皆様とともに、地域に根ざ
した医療・福祉・介護を提供していきます。 　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（紫竹包括支援センター　大倉）

第59回待鳳友の会支部総会 と 平和バザー
2019年6月29日

たいほう友の会 お食事会と紅葉狩りで鷹峯へ

　食後は元気な人は500ｍほど歩いたところにある吟唱寺
まで歩き紅葉を堪能しました。それぞれのペースで楽しん
でくださったように思います。
　反省点も多くありましたが、会員さんの笑顔が疲れを吹
き飛ばしてくれました。「次は2月のおたのしみ会ね」の合言
葉も聞く事ができ、大成功かなと自画自賛しています。
　　　　　　　　　　　　　　（紫竹包括支援センター　竹村）

2019年11月30日



　11月10日(日)四条河原町マルイ前で、今年も介護ウェーブの宣伝行
動が行われました。
　京都民医連の各法人の医療、介護事業所で働く仲間81名（内葵会
23名）が 「今　人生によりそう介護を」「必要な時に必要な介護サービ
スが受けられる制度に」「ケアプランの有料化絶対反対！」などのメッセ
ージボードを掲げ街頭でチラシやメッセージ入りのティッシュを配りアピ
ールしました。
　署名では繁華街とあって素通りする人も多く、なかなか足を止めてく
れない中、初めて参加したＡさんは「待っていたらあかん」と自分から積
極的に声掛けをして訴えるといろんな対話ができて「楽しかったー」と15
筆の署名に協力していただくことができたそうです。
　次 と々介護保険制度改定の検討がされていますが、これ以上悪くなら
ない様にみんなで声を上げていきましょう。　　　　（訪問看護　岩村）
　

　講義では「高齢になるとなぜ食事が食べづらくな
るのか」「美味しく食べるためにはどうすればいいの
か」「献立の工夫や調理のポイント」についてスライ
ドを使いながらわかりやすく教えて頂きました。
　参加した方からは「水分でむせる時があるけどど
んな事に気をつけたらいいの？」「朝に食欲なく、夜
たくさん食べるけどどうしたらいいの？」などの質問
があり、佐々木さんに答えて頂きました。
　学習した後は、何種類かのやわらか食の試食を
しました。噛まなくてもいいもの、舌でつぶせるもの、
形があるものなど色んなおかずやごはん、うどんを
食べて、楽しく学習する事ができました。　
　　　　　　　　　　　　（訪問看護　出野）

　11月16日（土）「いつまでも楽しく美味しく食べる
ために」のテーマで、友の会主催の家族会を開催し
ました。講師は元おおみや葵の郷管理栄養士の
佐々木陽子さんで、参加者は11名でした。 

100歳（百寿）おめでとうございます!!

介護ウェーブ

家族会



　介護認定を受けた要介護者やご家族からの
相談により、介護をはじめ関係機関との連絡や
調整を行っています。主任ケアマネジャーも３名
所属し、充実した相談機能のある体制で、常に新
しい情報を取り入れ調整業務に心掛けていま
す。その他、生活に直結する制度に対し、人々の
暮らしがよくなるよう日々取り組んでいます。
　介護に関しての困りごと、わからない事があれ
ば、お気軽にご相談ください。

　待鳳学区の待鳳診療所の跡地に葵会総合ケアステーションが移
転し２年が経ちました。
　京都市から委託を受け運営する総合相談窓口（紫竹包括支援セ
ンター）が１階にあります。１階は誰でもふらっと立ち寄れる場とし、夏
は涼める場、冬は暖まる場、３階は誰でも参加できる体操教室、ヨガ、
その他にも地域の方に活用して頂ける場として提供しております。
　２階にある葵会総合ケアステーションの紹介をさせて頂きます。

　当訪問看護は2歳～100歳まで、幅広い年代や疾患の方の
訪問をしています。日 ス々キルアップしていくために、色 な々研修
会や学会などに全員が積極的に参加しています。主な資格は日
本糖尿病療養指導士、腹膜透析医学会認定指導看護師です。
更に現在1名の看護師が訪問看護認定看護師の取得を目指
して研修しています。
　自宅で療養されるご利用者さまが少しでも、健康でその人ら
しく過ごしていけるように、また介護されているご家族様が少し
でも楽しく介護ができるよう支援していきます。

一体どんなところ？

訪問看護

居宅介護支援事業所

　9名の訪問看護師の職場です。

７名のケアマネジャーがおります！

葵会総合ケアステーション

こんなとこです
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