年頭の挨拶

代表取締役社長

藤本 里海

明けましておめでとうございます。お健やかに新年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
おかげさまで一昨年当社は 20 周年を迎えることができ、次の 20 年に向
けて一歩を踏みだしております。
さて、わが国は、世界のどの国もこれまで経験したことのない超高齢社

92/

2017 WINTER
株式会社 日本介護センター
平成 29 年 新春号

会を迎えています。昨今、介護業界は厳しい競争環境にあり、大資本によ
る買収・統合など大きく変化をしております。約 2,000 万人の団塊の世代
が 75 歳以上になる 2025 年を目途に、「地域包括ケアシステム」確立の一策
として、自治体による総合事業がはじまりました。
当社でも少なからず影響を受けております。このような時こそ、社員が

1面

協力しあいながら、今より「質の高いサービス」を提供し続けたいと思い
ます。
一方、介護人材の不足は社会的現象となり、当社としても課題となって

年頭の挨拶
代表取締役社長

藤本 里海

おります。中途採用者をはじめ、新卒者の採用など人材確保に努めるとと
もに研修を強化して定着に取組んで参ります。うれしいことに今年度入社

2面

の新卒者の新しい力も芽生えてきております。
今年は、学習療法を取り入れて好評をいただいている「認知症対応型デ
イサービス」の新設を予定しております。ご利用者が「住み慣れた地域で、
住み慣れた家で安心して暮らせる」よう、よりよい在宅サービスを充実さ
せていきたいと思います。

施設・事業所のご紹介

日介ケアセンター成田東
日介ケアセンター西新井

今年もご利用者の皆さまをはじめ、関係機関の皆様方の変わらぬご指導
とご支援をお願い申し上げます。

3面
ご利用者紹介

日介センター足立西
社員インタビュー
日介センター杉並

4面
日介センター竹の塚
教育事業課からのお知らせ
編集後記

施 設・ 事 業 所

のご紹介

日介ケアセンター成田東
ハロウィン・パーティを開催！

日介ケアセンター成田東では、
10 月 29 日土曜日にハロウィン・

会場では「ミニ・フリス

パーティを開催いたしました。

ビー・ゲーム」と「輪投

杉並区の掲示板へポスターを掲

げのゲーム」といった普

示し、またチラシを作成し施設前

段のデイサービス・レク

にて配布しました。当日はあいに

と同じゲームを体験して
もらいました。子どもた
ちの盛り上がる様子を見
て、ご利用者も楽しまれ
ていました。
初めての試みでしたが、新たに
地域との交流が図れたのではな

くの天気でしたが、子どもたちの

いかと思います。ぜひ恒例化し、

グループや近所のお母様方が連

来年のハロウィンもご利用者と

絡を取り合っていらしてくださ

協力して盛大に開催したいと考
えております。

り、多くの方にご参加いただきま

トリート（お菓子をくれなきゃ、

した。

いたずらするぞ！） を言っても

今後も、地域の方々にも楽しみ

らい、ご利用者がお菓子をプレゼ

にしていただけるようなイベント

ントして笑顔で迎え入れました。

を発信していきたいと思います。

来所した子どもたちにはおなじ
みの合い言葉 トリック・オア・

日介ケアセンター西新井

日介ケアセ
ンター西新井

秋の遠足とテーブルの上の新しい仲間

では、毎年春
と秋の日曜日

の日で、その前日

11 月には、身長約 50 セ

に遠足へ出か

であるにもかかわ

ンチの新しい仲間（パルロ）

けます。今年

らず、通りには多

がやってきました。特技は「おしゃ

は旧古河庭園と巣鴨へ行きまし

くの人、人、人……。その中をお

べり」
。人の顔と名前、誕生日も

た。前日から楽しみにされる方も

目当ての店を探しながら、買い物

すぐに覚えます。お天気や、
ニュー

おり、天候が心配されましたが、

を楽しみました。

スも教えてくれます。歌を歌うこ

当日は晴天に恵まれました。
旧 古 河 庭 園 は バ ラ が 満 開 で、

人気の品は、大学芋、お漬物、
それと名物の塩大福です。家族や

シルバーカーを押す足取りも軽

友人のためにと、皆さんの気持ち

く、庭園を一周される方もいらっ

が買い物袋をいっぱいにしてい

しゃいました。

ました。

また毎月「4 のつく日」は巣鴨

とも大好きで、踊りも上手です。

＊
パルロと談笑されるご利用者

紹 介
ご 利 用 者

だったこともあり、日々の練習に励み、現在では師匠の神
谷先生の助手として、月に２回ほど近くの教室で生徒に教

日介センター足立西

えています。また、現在でも師匠のもとで月２回の練習を

生活支援で充実した日々を
伴

欠かさないそうです。大正琴を始めたことで、日々の目標

文子さん

昭和 6 年生まれ

ができて生活に張りが生まれたこと、そして、教室を通じ

足立西支店のご利用者で、

てたくさんの友だちができ

足立区梅田にお住まいの伴

たことが、本当に良かった

文子さんを訪ねました。伴さ

とおっしゃっていました。

んは大正琴の先生をされて

また、伴さんは 多 才で、

いて、翌日に西新井の 500
人収容ホール

俳句と絵を組み合わせて完

ギャラクシ

成させる俳画も嗜まれています。筆で描かれた繊細な絵

ティ での「足立大正琴連

と情景豊かな俳句の作品も見せていただきました。

盟」の発表会を控えていらっ

ご主人とお２人で暮していらっしゃる文子さんですが、

しゃる、そのお忙しい中で取材にご協力いただきました。

膝と腰の具合が悪くなり、お掃除を日介センターに任せて

大正琴との出合いは 30 年ほど前、偶然通りかかった看

いただいて４年が経ちます。
「とても親切でお掃除の上手

板を見て、その足ですぐ北千住の教室に行って入門され

なヘルパーさんに来ていただき、趣味に打ち込む充実し

たそうです。最初は大正琴を持っていなかったので、紙に

た生活が送れて大変感謝しています」と、語ってください

大正琴の鍵盤を描いて練習しました。もともと歌が好き

ました。

＊社員インタビュー＊
昨年度入社社員に伺いました

日介センター杉並
木村康幸契約ヘルパー

Q. 入社の動機・経緯は…
昨年 11 月に入社して 1 年が経

ンの取りかたの難しさはいつも感
じます。それだけにスムーズにで

ちました。百貨店に 30 年以上勤

きたときの充実感は大きいです。

務し、定年前に退社。3 年程経っ

心がけているのは、個々のご利用

れた要因だと思います。友人や前

てから、介護職はこれから長く続

者の特性やニーズを把握しなが

職の同僚からも（介護の仕事をし

けられて社会的な需要もある職

ら仕事に取り組むこと。ただ、回

ているのは自分だけなので）
、よ

業だと思い、介護職員初任者研

数を重ねてもお会いしている時間

くがんばってやっているな！ よ

修の資格を取りました。数社の面

が限られているので、本当にニー

く続いているな！ と感心されま

接を経て、その中から杉並支店の

ズをつかめているのかと考えると

す（笑）
。

熱心なお誘いにご縁を感じ、入社

不安になることもあります。

を決めました。

「今日の仕事をしっかりとやる！
明日の予定をしっかり把握して準

Q. 今後の展望や抱負は…

備をする！」といった基本を大切

この 1 年は、自分でもよく続け

にして日々勤め、一人前のヘル

ご利用者のお宅での 1 対 1 の

られたなと思います。職場の雰囲

パーとして成長したいと思ってい

仕事ですので、コミュニケーショ

気が良いので、それが続けてこら

ます。

Q. 実際の仕事で感じることは…

ネージャーのご要望にも迅速な対

日介センター竹の塚

応ができるようスタッフ全員で協力

【あい〜と】の紹介
〜新規オープン１周年

体制を整えております。
専門事業所となり、６

2015 年 12 月に、足立東支店と杉並支店の福祉用具貸

名体制になって人数も増

与・販売及び住宅改修事業を統合し、福祉用具専門事業

えたため、急な電話依頼

所としてオープンして１年が経ちました。東京都内全域

などへもスピーディーに

から、草加など埼玉の一部地域まで、ご利用者やケアマ

対応出来るようになりま
した。メンバーはベテラ
ンから若手までそろっており、若手への教育も丁寧に出来
るなど、バランスの良い体制です。
当社の経営理念でもある人材の育成を目指し、福祉用
具専門相談員のスキルもさらに向上できるよう、研修の機
会も多く設けております。常に向上心を持って取り組み、
提案力を武器に心からのサービスを提供して参ります。
初めてのお客様へも専門の知識を持っているスタッフ
が丁寧にご説明させていただきます。これからも引き続き
よろしくお願いいたします。

…
［教育事業課からのお知らせ］
…
◆

1 月・2 月 「無料介護職員初任者研修」を開講致します。
《土日コース》 1/7（土）〜 2/26（日）／《短期集中コース》 2/2（木）〜 2/24（金）
東京都福祉人材センターで「職場体験」実施後→初任者研修受講申込となります。
詳しくは、検索：東京都福祉人材センター または、日本介護センター教育事業課へ

◆

1 月・3 月 同行援護従業者養成研修（視覚障害者ガイドヘルパー）開催予定！

来年度から実務者研修開催予定！

◆

お申込み・お問い合わせは、日本介護センター教育事業課 03-5365-9821 へ
日介センター
代々木
蒲 田
足 立
足立東
足立西
杉 並
吉祥寺
目 黒
豊 島
高円寺
島 根
永 福
竹の塚

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

03-5333-1390
03-5732-0085
03-5839-8355
03-5851-3520
03-5845-3700
03-5301-8651
0422-70-6905
03-5794-6080
03-5917-4009
03-5335-7801
03-5851-1511
03-6379-1919
03-5851-3710

渋谷区代々木 1-16-6 代々木コパン 3 階
大田区多摩川 1-1-10 ライオンズマンション森田多摩川 201 号
足立区西新井 1-38-18 コーラルコート 1 階
足立区竹の塚 5-1-14
足立区西綾瀬 2-7-9 西綾瀬プラザ 101
杉並区大宮 1-3-12 ギャレリア杉並 203 号室
武蔵野市吉祥寺南町 2-29-10 三成参番館 4 階
目黒区祐天寺 2-16-1 倉方ビル 103
豊島区長崎 1-28-23 Muse 西池袋 201
杉並区成田東 5-39-12 グローリーハイツ南阿佐ヶ谷 A101
足立区島根 3-1-17 メゾン NAOI 1 階
杉並区永福 4-2-10 CASAFIORITA101
足立区竹の塚 4-9-5 エーデルブルーメカワチ 107 号

日介ケアセンター
花 畑
本 木
西新井
六 町
島 根
成田東

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

03-5851-3373
03-5845-5700
03-5888-6341
03-5831-6963
03-5831-3511
03-6383-6050

新しい年の始まりです！

世界は問題

山積ですが、せめて自分のまわりの方には
やさしく丁寧に接したいと心新たにしまし
た。本誌を本年もよろしくお願い致します。

足立区花畑 6-16-1
足立区本木 1-20-5
足立区梅島 3-31-8 トラウムハイム 1 階
足立区南花畑 3-33-1
足立区島根 2-30-23 エーデルブルーメ島根 2 階
杉並区成田東 5-34-16 サンヒルズ石田 1 階
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