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実習・見学受入状況 平成26年 9月～ 12月

ボランティアさん、お世話になります！！

倉敷市介護支援いきいきポイント制度について

「年頭所感」

社会福祉法人　ますみ会

理事長　赤木　和彦

　あけましておめでとうございます。
　今年もお互い助け合って、楽しく元気で、何も心配しなくて大丈夫です。
　
　「いつの日か　母のみもとに　ふるさとに　緑山川　花鳥今も」

　明けましておめでとうございます。昨年のますみ荘は、大過なく平穏無事
に過ごせた一年でした。
　今年はどんな年になるでしょうか。干支の羊のように、のんびりと過ごせたらと思います。
羊の群れにはリーダーがなく、みんな平等なのだそうです。そんな世の中もいいですね。　
　しかし、世界は、グローバル化の中で、人種・宗教・主義主張の違いによる内紛など、と
ても穏やかと言える状況ではありません。国内はどうでしょうか。高齢化に伴って、在宅福
祉への移行を打ち出していますが、人口集中により限界区域となる町村が増加すると言われ
ています。福祉について、今一度、国民一人一人が考えてみる必要があります。
　平成 27 年度は介護保険の見直しの年です。利用料の一部負担増も言われています。事業
者側も厳しい運営を求められます。でも安心して下さい。私たち職員は、生活の安全を守り、
サービスをしっかり行う覚悟です。
　一日一日を元気に過ごし、嬉しいことの多い年にしていきましょう。

平成 26年 9月～ 12月　協力ボランティア

多くのご協力本当にありがとうございます！

中島保育園
中島小学校福祉委員会
水島工業高校
倉敷中央高校
倉敷工業高校　
大高学区愛育委員会　
西阿知民生委員会
ＰＬ教団

なごみの会
よつばの会　
すずめの会
やよい会
なごみ会
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すみれ会散髪グループ
扇蝶会

倉敷警察署若鮎会
極楽寺
難波電機店
伊つき座
ますみ荘家族会　
響
個人ボランティア１名

（順不同　敬称略）

　平成 22 年 10 月から始まったこの制度は、倉敷市に住民登録

がある 65 歳以上で要介護認定 1 ～５を受けていない人が対象

で、ボランティア活動を通じての積極的な地域参加、社会貢献、

健康維持を目的とした制度です。

　受入機関である施設でボランティア活動を行い、専用手帳に

スタンプを集めることで年度末にスタンプ数に応じて年最大

5,000 円まで換金されます。制度を利用するには事前に登録

が必要で、受付窓口は倉敷市社会福祉協議会です。くらしき

健康福祉プラザ内にある倉敷ボランティアセンター、水島・

児島・玉島の各支所、船穂町高齢者センター、真備保健福祉

会館で登録できます。

　この制度を利用して、ますみ荘でのボランティア活動をされている方もいらっしゃ

います。やり甲斐の一つになっているようです。

　制度の詳細については、倉敷市社会福祉協議会にお問い合わせください。

岡山医療福祉専門学校

順正高等看護福祉専門学校

川崎医療短期大学

くらしき福祉専門学校

くらしき作陽大学

倉敷中央高校

倉敷工業高校

倉敷市新採用職員介護体験

倉敷市立西中学校職場体験

倉敷市立南中学校職場体験

実 習

特別養護老人ホーム　ますみ荘

施設長　長鋪　　健



− 4 − − 5 −



− 6 − − 7 −

ますみ荘内の行事紹介

　大相撲の開催に合わせて星取予想大会を行っています。現在は大相撲一月場所
を開催中です。皆さん頑張って下さい！

　荘内では映画会と題し、ご利用者に人気のある時代劇やドラマなどをテレビ
放映しています。食堂などのテレビや各自お持ちのテレビでご覧いただけます。

（ますみ荘内のみ）
・毎週火曜 9時30分～「水戸黄門シリーズ」
・毎週金曜 9時00分～「ご希望による洋画・邦画・音楽番組など」

大相撲星取予想表

ますみ荘映画劇場

書き初め

季節に応じた飾り付けを行っています
　ますみ荘では季節に応じて、定期的にロビーや各フロアーに飾り付けを行っています。その中には
既製品だけでなく、職員が創意工夫を凝らした自作品もたくさんあり、目で見たり、時には触ったり
しながら楽しんでいただいています。

　昨年は玄関前に大きなカボチャが登場しました。ここで問
題です。さてこのかぼちゃ、一体何キロあるでしょうか？
（正解は最終ページで確認して下さい。）
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地域包括ケアシステムの姿

　母は総社市で農家を営む両親のもと、４人兄弟の３番目として生まれました。女学校卒業後
は実家の農家を手伝っていましたが、戦争になると兄宅のある兵庫県に移り住み、家事手伝い
をしていたこともあったそうです。26歳の時、結婚を機に倉敷に移り住み、３人の子供をも
うけました。家事や育児はもちろん、当時父が縫製工場を経営していたので、工場の手伝いや
従業員のお世話など、本当に忙しくしていたのを覚えています。
　父が 40代の時に自営をやめて運送業に転職してからも、保育園で調理の仕事などをこなし
ていました。そんな忙しい中でも、婦人会のバレーボールの練習に参加したり、短歌や俳句を
詠むことを趣味としていたので、趣味仲間と一緒に出掛けるなど、活動的な面もあ
りました。短歌や俳句は若い頃からずっと続けていたので、新聞などに応募し、掲
載されることもよくありました。細かい所まで気を使ってくれる母なので、私が大
学で県外に出ていた時も、着る物や食べる物をまめに送ってくれていました。
　平成 15年頃に父が他界してから、少しずつ調子を崩すことが多くなり、入退院
を繰り返すようになりました。ますみ荘には平成 24 年の 11 月に入所しました。
職員の皆さんには本当に細かなところまで気を配っていただき、感謝しています。

畑井 清子 様のご家族：畑井 良太 様(長男)

昭和45年頃 夫婦揃って出掛けた時に 昭和60年頃 初孫を抱いて お花見（穴場神社にて） 自署の俳句

『これってどうなの！？』

　今回ご紹介したＱ＆Ａは一例です。他のことでもご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお尋
ねください。
　ますみ荘介護サポートセンターでは、自宅で生活している要介護認定を受けておられる方を対象
に、ご本人やご家族の希望等をお伺いしながら介護サービス等の紹介や利用するための調整やケア
プランの作成を行っています。お困りのことがございましたら、ご相談ください。

　超高齢社会への対応として、「地域包括ケアシステム」が構築されていきます。「地域包括ケア
システム」とは、地域住民に対し、保健サービス(健康づくり)、医療サービス及び在宅ケア、リハ
ビリ等の介護・福祉サービスを、関係者が連携、協力して、地域住民のニーズに応じて一体的、体
系的に提供する仕組みです。各市町村では、3年ごとの介護保険事業計画の策定・実施を通じて、
地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた「地域包括ケアシステム」を構築していくこ
ととなります。
　様々な仕組みは状況に応じて見直されていきます。介護保険は、制度が5年に1回、報酬が3年に
1回見直され、平成27年度はその両方が行われる年となり、現在様々な検討が行われています。見
直しは多岐に渡りますが、その一部として、利用者負担２割（一定以上の所得者）、食費･居住費の
補助認定の厳格化、特養入所原則要介護３以上など、利用者にとって厳しい内容もあります。決定
された内容は、関係する皆様に早急にご連絡させて頂きます。新聞等の情報にも注目して下さい。

介護保険は自分で市役所の窓口に行かないと申請出来ないの？

ご本人でなくでも、ご家族が申請することが出来ます。また、指定居宅介護支援事業所や介護保
険施設に申請代行を依頼することが出来ます。

40歳を過ぎて介護保険料を支払うようになったので、希望すればサービスを使えるの？

介護保険料は40歳以上の方が支払われていますが、利用出来るのは65歳以上の方で介護や支援
が必要と認定された人、40歳以上65歳未満の方で、加齢が原因とされる病気（16疾患）により介
護や支援が必要と認定された人となります。

介護保険に関する素朴なＱ＆Ａ

　冬季は、インフルエンザ、ノロウイルスによる感染症の発生が増加します。
　特に子どもやお年寄りの場合は、重症化する場合もあるため、予防に努めることが大切です。
ちなみに同じ感染症でも予防や消毒方法に違いがあるのをご存知でしょうか？今回はその違いにつ
いて、簡単にまとめてみました。

　とにかく基本は「手洗いで菌を落とす！」こと。覚えておくべきことは「間違った消毒は意味がない！」
ということです。特にインフルエンザ対策として使われるアルコール消毒は、ノロウィルスにほぼ効き
目がありません。正しい予防法で感染のリスクを軽減し、元気にこの冬を乗り切りましょう！

『感染症の予防と対策について』

看 護 室

インフルエンザ ノロウィルス

予　　防

◦感染経路を断つ（飛沫感染・接触感染）
　手洗いに加え、アルコールを含んだ消毒液で手を
消毒する

◦予防接種を受ける
　発症リスクを減らし、重い症状になるのを防ぐ
◦免疫力を高める
　十分な睡眠とバランスのよい食事等を心掛ける

◦手洗いをしっかりする
　石けんでよく洗い、流水で十分に流す
◦人からの感染を防ぐ
　感染した人の便や吐物からの二次感染や、飛沫感
染を予防する

◦食品からの感染を防ぐ
　加熱して食べる食材は85℃で1分以上の加熱をする。

消毒方法 石鹸洗浄、アルコールによる拭き取り消毒
物理的な除去（洗い流す、ふき取る）
次亜塩素酸ナトリウム（ハイターなど）の溶液での拭
き取り＋水で拭きあげ

Q

Q

A

A
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〈第 95号〉

篤志御礼 これからの行事予定

■ 全国社会福祉協議会会長表彰

■ 全国老人福祉施設協議会会長表彰

■ 全国老人福祉施設協議会感謝表彰

■ 中国地区老人福祉施設協議会表彰

■ 岡山県社会福祉協議会会長表彰

■ 倉敷市長表彰

■ 社会福祉法人ますみ会永年勤続表彰

９月　岡山県西部ヤクルト販売（株） 様
　　　中島小学校  様
　　　中島保育園  様
10月　平井泉大  様
12月　倉敷翠松高等学校  様
　　　池上　勝  様
　　　個人１件

（個人情報保護規程により同意を得た方のみ氏名
を掲載させて頂きます）

＊１階ロビーに行事案内を随時掲示しています
　のでご覧下さい。

食中毒や風邪・インフルエンザ等の感染症に注意して
います。ご来荘の際は、手洗い・うがい・手指消毒の
ご協力、また必要に応じてマスク着用をお願い致し
ます。食べ物等のお持ち込みは必ず職員にお申し出
下さい。

お願い

２月 節分
節分演芸会
バレンタインデー
雛祭り
大相撲３月場所星取予想大会　
利用者の声を聞く会
彼岸会供養
お花見
家族会役員会
平成 27 年度家族会総会・演芸会
ふれあいまつり in ますみ荘
大相撲５月場所星取予想大会
家族会行事

３月

４月

５月

　数々の工具を使いこなし、材料さえあれば何でも作ってしまう、我らの
長鋪施設長。施設内の様々な棚や生活道具、リハビリ道具まで作成してき

ました。今回は施設長手作りの「し
しおどし」をご紹介します。この「し
しおどし」はもともと鳥獣を追い払
う農具でしたが、後に風流としてそ
の音を楽しむようになったものです。
　水が流れて、カコンっ ! と響く音
は何度聞いても飽きませんね。ご利
用者も石を打つ竹の音に「いい音が
したね」「懐かしいなー」と、とても
喜んでおられました。

表　　彰

P7〈正解〉43kg ♪

静寂な空間に心地よく響きます

長鋪　健（施設長）

秋次　紀子（介護士チーフ）
阿部　恵（相談員）

小森　弥彦（事務局長）

福島奈美子（介護士チーフ）
草地　里美（サポートセンター・ケアマネジャー）

貝田百合子（業務部長）

原　純子（介護室長）

10 年勤続　藤沢夕紀子（介護士）
　　〃　　　美土路仁美（介護士）
　　〃　　　山下　光　（管理栄養士）
　　〃　　　平松　渉　（パート夜警員）


