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【主な記事】
敬老の日の集い～いちょう祭りのご報告～敬老会のご報告（特養・デイサービス）ダイヤリー＆メモリー
認知症対応型通所介護多摩済生ケアセンターわかくさ第３回「運営推進会議」議事録(抄)
ボランティア募集～職員募集～お願い「タオルください」

平成３０年１１月１８日／銀杏祭りのご報告

ご来場・ご参加ありがとうございました
上下：よさこい舞華さんによる踊り

上：trio 向日葵さんによるクラシックコンサート

上：マリンバ演奏会

上下：バザー会場

上下：喫茶コーナー

下：こだいら社会福祉士会「ちょこっと相談会」

下：南京玉すだれ

■ご協力いただいた方々（団体）
こだいら社会福祉士会（ちょこっと相談会）／小平福祉園（手作りパン販売）／あさやけ作業所（パン・お菓⼦販売）
ヴェルデ（コーヒー・お菓⼦販売）／あしたば作業所（木工品販売）
■イベントボランティアの方々
木村道⼦さん（ハーモニカ演奏）／trio 向日葵（クラシックコンサート）
今井忠⼦さんとなじょむヨウ音楽仲間（ピアノ･マリンバ等の音楽演奏）／よさこい舞華さん（よさこい演舞）
多摩済⽣園指導課⻑ 中島直美さん、事務職員浜⽥恵美さん（南京玉すだれ）
バザー売上 ￥81,450 円は例年同様、赤い羽根共同募金(51,450 円)と小平市社協歳末たすけあい(30,000 円)に寄付致しました。

敬老会 ２０１８

たまさい長寿の園

多摩済生園

Thank you from my heart

米寿・卒寿・白寿の方々、おめでとうございます
職員

会場内の様子

職員による南京玉すだれ
南京玉すだれ

ボランティアさんによる素晴らしい演奏

100 歳を超えた方々の記念撮影です

105 歳の正木

シゲさん

105 歳 正木志げさん

デイサービス

102 歳の⼭⽥⺠⼦さん

102 歳の守屋

さん

100 歳の

104 歳 佐々木靜枝さん 103 歳 若松しずゑさん 102 歳 ⼭⽥⺠⼦さん

102 歳の小林イセさん

103 歳の佐々木静江さん

102 歳 守屋弥⼦さん

101 歳小林イセさん

ひまわり／わかくさ

上：授与者の方々

管理者の祝辞

上：職員による出し物：フラダンス他

下：施設長自らギターでお祝い

下：地域包括支援センター職員も一緒に

Diary ダイアリー＆メモリー Memory

（2018 年 8 月～11 月）
ホーム（従来型）・ユニット（ユニット型）

各フロアで
すいか割りました。

皆さん真剣です

スイカを切り分ける
看護師さん
美味しそうです
力を込めて一撃！

フロアごとに白熱の運動会開催されました
的を狙ってエイッ!

皆さん金メダル受賞です

全員で玉入れ大会

ドライブと外気浴です

たまさい劇場 懐かし映画上映会

下：敷地は緑が豊富
天気の日は散歩へ

上下：イオンに行ってきました

入場にはチケット(無料)が必要です

■ 8 月：ユニット 1 階七夕祭り/どら焼き作り(4 日)･ホーム 3 階 COCO’S へドライブ(3 名)･ホーム 1 階カラオケ大会(7
日)ユニット 1 階スイカ割り(10 日)･ホーム 1 階白玉団子作り／ホーム 3 階スイカ割り(12 日)･迎え火(13 日)･送
り火(16 日)･ユニット 2 階かき氷作り(19 日)･ホーム 2 階スイカ割り(20 日)･ホーム 2 階イオンへ買物ドライブ
／ホーム 3 階イオンへ喫茶ドライブ(31 日)
■ 9 月：ホーム 1 階スイカ割り(2 日)･ホーム 1 階,ユニット 3 階合同でイオンへ買い物ドライブ(6 日)･市高齢者福祉大
会(12 日)･敬老会(16 日)
■10 月：ホーム 3 階狭山湖へドライブ(9 日)･ホーム 3 階,ユニット 1 階運動会(13 日)･ホーム 1 階運動会(14 日)･市立第
七小学校交流体験(17 日)･ホーム 2 階小金井公園ドライブ(20 日）･ユニット 2 階運動会(21 日)･ホーム 3 階運
動会(22 日)･慰霊祭 (24 日)･市立第七小学校講話訪問･ユニット 2 階お菓子作りとミニ演奏会
■11 月：ホーム 3 階コープへ買い物ドライブ(3 日)･ユニット 1.2 階多摩湖へ紅葉狩ドライブ(4 日)･ユニット.ホーム
3 階イオン東久留米ドライブ(6 日)･ホーム 3 階小金井公園へ紅葉狩ドライブ(16 日)･ホーム 3 階多摩湖紅葉
狩ドライブ(21 日)･ユニット 1 階デリバリーランチ(28 日)･市障害者作品展ドライブ(29.30 日)

研修他
■8 月:都介護支援専門員研修専門研修Ⅰ1 名(2.14.29 日)･総合福祉研究会社会福祉会計簿記「入門講座」1 名(2 日)･都介護支援専門員
研修専門研修Ⅱ1 名(5.12.25 日)･市認知症初期集中支援チーム会議 1 名(7 日)･東社協高齢者福祉施設協議会介護職員研修委員会 1 名
(11 日)･都ナースプラザ「在宅での認知症看護」1 名(17 日)･東社協「高齢者福祉施設におけるチームマネジメントを学ぶ」1 名(21.22
日)･都介護サービス事業管理者高齢者権利擁護研修「高齢者の虐待防⽌」1 名(22 日)･都多摩小平保健所「医療安全推進研修会」1 名
(28 日)･東社協高齢者福祉施設協議会北北ブロック施設⻑会議 1 名･(30 日)･東社協広報情報発信研修会 1 名(30 日)
■9 月:都介護支援専門員研修専門課程Ⅱ1 名(2 日)･都主任介護支援専門員更新研修 2 名(3.12.18.26 日)･市ケアプラン研修講師 2 名(4
日)･都 H30 年度第 1 回キャラバン･メイト養成研修 1 名(7 日)･浴風会研究成果報告会「認知症ケアセミナー」1 名(10 日)･市 H30 年度
施設職員のための認知症ケア向上研修講師 1 名、聴講 1 名(11 日)･市ケアマネ連絡会第 2 回定例会 5 名(13 日)･市内 5 包括合同ケアマ
ネ学習会 5 名(21 日)･東社協高齢者福祉実践･研究大会アクティブ福祉 in 東京 18 ポスターセッション発表 2 名聴講 7 名(28 日)
■10 月:東社協介護職員研修委員会「福祉用具の活用方法･介助方法」2 名(2 日)･障害者職業⽣活相談員資格認定講習 1 名(2.3 日)･小平
市ケアプラン指導研修講師 2 名(2.12 日)･包括家族介護教室∼福祉用具の活用方法･介助方法(2.3 日)･東社協 SWV 検討小委員会 1 名(4
日)･東社協介護職員研修委員会「サービスマナー研修会」2 名(5 日)･主任介護支援専門員更新研修 2 名(12.18.26 日)･都訪看ステーシ
ョン協会「一日でわかる保険請求業務」1 名(13 日)･小平ケアマネ連絡会「地域に暮らす高齢者を支えるために」1 名(13 日)･地域包括
支援センター職員基礎研修 1 名(15.16 日)･市主任介護支援専門員連絡会 3 名(17 日)･ツクイわんアップの会ミニ講話(認知症関連)2 名
(17 日)･小平ケアマネ連絡会「終末期の食形態や摂取方法を学ぶ」3 名(18 日)･東社協北北相談員研修会「小平ケアマネ連絡会との情報
交換」5 名(19 日)･東社協介護職員研修委員会 1 名(20 日)･市立第七小学校講話訪問/パート雇用法に基づく報告‟東京労働局‟(26 日)
■11 月:都主任介護支援専門員更新研修 2 名(1.18.26 日)･東社協「高齢者福祉施設におけるサービスマナー研修」2 名(5 日)･秋季職員
定期健康診断(5∼16 日)･都多摩小平保健所「食品衛⽣実務講習会」1 名(7 日)･東社協⽣活相談員研修委員会「SWV 検討小委員会」1 名
(8 日)･市医療介護推進協議会ヘルパー研修 1 名(9 日)･日本橋褥瘡学会「関東・甲信越地区床ずれセミナー」1 名(11 日)･東社協栄養研
修委員会「栄養ケアマネジメント研修」1 名(12 日)･小平消防表彰/会計監査/カイゴのお仕事カフェ(12 日)･東社協「高齢者福祉施設に
おけるチームマネジメントを学ぶ」2 名(14 日)･都多摩小平保健所「アルコール依存症講演会」(15 日)･小平ケアマネ連絡会第 3 回定例
会 6 名(15 日)･包括支援センター認知症サポーター養成講座(15 日)･市ケアプラン研修「糖尿病とともに⽣きるを支える」5 名(16 日)･
ふれあい交流会(16 日)･緑成会病院「平成医療福祉グループ関東訪問リハ研修会」講師 1 名(17 日)･いちょう祭り(18 日)･市在宅医療連
携推進協議会「人⽣最終段階におけるリハビリとは」5 名(19 日)･東社協特養分科会「ショートステイあり方検討委員会」1 名(20 日)･
法人創立 82 周年記念式典永年勤続者表彰(22 日)･法人運営委員会(26 日)･監事監査(29 日)･市ボランティア連絡会 1 名(30 日)
認知症対応型通所介護多摩済生ケアセンター・わかくさ

第３回「運営推進会議」議事録
日 時：平成 30 年 8 月 10 日(金)15:30〜16:30
ところ：多摩済⽣ケアセンター２階

書道、お花、指編み等のクラブ活動サポート etc.
楽しい時間を過ごしましょう。ご連絡ください。

☎042-343-2291 担当 在宅介護室課長 田中

わかくさ

出席者：9 名
施設⻑の挨拶後、運営状況の報告、事故防⽌の報告等、活動状況の報
告、ご利用者様、ご家族様等からのご意見とご要望、意見交換が行わ
れました。

■事業所の活動報告（H29 年 11 月〜H30 年 7 月）
・平均介護度は３.６。入浴は 14 名登録者の内、13 名の方が利用。
・一人あたり月平均利用回数 14 回。レク、行事など写真、動画を用
いて報告など
（活動報告で聞かれたご意見）

訪問介護ステーション

ヘルパー募集

ライフスタイルに合わせて働けます。ヘルパー2 級以上必須
時給(年末年始) : 身体介護 1,700 円(2,500 円)
生活援助 1,350 円(1,900 円)

・現在登録人数が少ない為、今後も利用率アップを目指し、レクの
見直し等を行う必要がある。・地域やケアマネジャーへの宣伝や
活動内容の報告等を行うことも重要である。・利用中は、ゆった
りとした時間の中で、過ごせていることが分かった。等々

特別養護老人ホーム

介護職員

■事故報告の実施

見学随時受付中。明るい雰囲気で温かい職場です。

・3 件の事故が発⽣。事故内容は、ご利用者様同士のトラブル、送迎

月給：無資格・未経験 240,600 円～ (年収 370 万円以上)

時の転倒、フロア内での転倒。原因、予防対策を報告しました。

気軽にお電話ください

℡０４２－３４３－２２９１

■ご家族 わかくさを利用する前まで本人の元気が出ず他のデイサー
ビスを 4 事業所変えましたが今では安定し、わかくさを楽しめてい
るので助かっています。
・デイ利用中の様⼦を連絡ノートに職員の方が記録してくれますが、
それ以上の利用の様⼦はわかりません。

■ご本人・嫌なこともありますが、色々な活動に参加するのが
楽しいです。食事にも満足しております。
●会議でのご意見を参考に、今後もサービス向上に努めて参ります。

ご不用のタオル・フェイスタオル・バスタオルを無償で
お譲りください。使用済みで結構です。

