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　ご家族様には新型コロナウイルス感染拡大防止のため面会制限に御協力をいただいていますが、当法人では、少しでも
入所者様とご家族様との触れ合いの機会をもうけたいとの思いから、令和２年５月から WEB 面会を実施しています。実
際に始めてみると、想像以上にご家族様との会話が弾んでいらっしゃる入所者様の姿を見ることができ、ご家族様からは
「久しぶりに顔を見られて安心した」というご感想をいただいています。WEB 面会について、ご不明な点があれば、ご遠
慮なく各施設の事務室にお問い合わせください。

　令和元年版の高齢社会白書によれば、平成30年10月現在の65歳以上人口の割合（高齢化率）が28.1％を示し、
そのうち、65 歳～ 74 歳人口が総人口の 13.9％、75 歳以上人口は総人口の 14.2％で、65～ 74 歳人口を初め
て上回り、高齢化がより進捗したことを示している。日立市では、令和 2年 4 月現在、高齢化率 32.2％、前者
が 14.6％、後者は 17.6％で国の数値を大きく超える状況にあります
　同白書によれば、政府は高齢者の多くが労働意欲を持ち、学習活動や社会参加活動への欲求が高いことに応
えて、多様な働き方を選択出来る環境整備、学校や社会における多様な学習機会の提供、高齢者の生きがいと
健康づくり推進のための社会参加を支援しています。
　日立市では、地域福祉活動として各地区の交流センターを拠点に、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けたい
と願う人々に寄り添い、安心なまちづくり、生活環境の充実、地域の連帯、関係者が高齢者を中心とする自己
研鑽への援助が行われています。特に、近年は、ひとり暮らしの高齢者など要支援者への「あんしん安全ネッ
トワーク事業」を図り、民生委員と福祉協力員が訪問して支援活動を進めています。
　昨年秋、日立市社会福祉協議会主催の「市民後見人養成講座」の受講機会を得て、成年後見制度、高齢者や
障害者への支援、日常生活支援事業、日立市の地域福祉事業等を研修しました。その中で、市内全域に整備さ
れた「地域包括支援センター」が高齢者の生活を支える「相談窓口」として頼りになる存在であることを知り
ました。早速、活動の一つである「ひたちオレンジカフェ」開催先の地区交流センターを訪ね、ケアマネージャー
とサポーターの皆さんの丁寧な対象者への対応を見聞し、お茶とレクレーションにも参加して地道な活動に心
動かされました。
　高齢者には、日々の暮らしで介護施設を身近に感じる時、誰もが安心の拠り所と考える存在と思います。こ
の度、貴法人の事業報告、事業計画を拝見する機会があり、高い理念の下、確かな組織力、たゆまぬ研鑽によ
る高度なスキルの適用、利用者へのきめ細かい配慮、職員の皆様の熱い意気込み等を職務に反映されているこ
とを理解しました。今後更なる地域社会への信頼高い福祉の提供をご期待・ご祈念申し上げます。

高齢者のQOL（クオリティ　オブ　ライフ）を支える
社会福祉法人松濤会　理事　木村　正尚
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　この度、銀砂台本園の生活相談員兼生活援助統括として着任しました木場泰典で
す。入所者様が「その人らしい生活」が継続できるよう支援し、施設生活の中にも生
きがいを持ってお暮しいただきたいと思います。
　介護職員を中心とし、医務・栄養・生活相談・事務が連携し、入所者様一人ひとり
の生活を支えてまいります。入所者様やご家族様、そして地域の皆様にも信頼される
施設を目標に全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

着任のご挨拶

　コロナウイルス感染防止のため、入所者様に
とって外出する機会がない状態が続いています。
　そのような中で、入居者様に気分転換をしてい
ただきたいと考え、６月３日に「お楽しみ会」を
開催しました。懐かしいBGMが流れる中、風船バ
レー、釣りゲーム等のゲームを行い、皆さま楽し
そうに参加をされていました。「久しぶりに体を
動かせてよかった」「景品のお菓子がおいしかっ
た」等の意見があちらこちらで聞かれました。

お楽しみ会の開催

ドライブレコーダーを取り付けました 嚥下機能維持、向上の取り組み

　昨年度、社会福祉法人松濤会が所有するすべて
の車両にドライブレコーダーを取り付けました。
　社会問題化している「あおり運転」の被害にあ
うことを防止し、通所や通院の送迎時における利
用者様や職員の安全性を向上させることを目的と
しています。また、これを機会に送迎等に従事す
る職員の安全運転に対する意識を向上させていき
たいと思います。

　食事ができるという事は、生活の上での楽しみ
でもあります。この楽しみを、一人でも多くの利
用者様に長く続けていただけるように、食事の前
に口腔体操と嚥下体操を７月から始めました。
　利用者様も少しずつ慣れ、笑顔で参加してくだ
さる方も増えました。体操をすることで誤嚥を防
ぎ、誤嚥性肺炎の予防
につながりますので、
今後も、利用者様と楽
しく継続していこうと
思います。

本園生活援助統括　木場　泰典

銀砂台　本園銀砂台　本園 介護老人福祉施設／短期入所生活介護

銀砂台本園に入職した新人職員を紹介します。どうぞよろしくお願いします。

　関わっている全ての

人と良い信頼関係を持

てるよう、一生懸命頑

張ります。

　常に利用者に寄り添

い、安心して過ごして

いただけるよう支援で

きる介護職員を目指し

て頑張ります。

　4月より復帰しまし

た。また戻ってこられ

てとても嬉しく思いま

す。精一杯頑張ってま

いりますので、どうぞ

よろしくお願いいたし

ます。

介護職員

関山　駿
介護職員

冨山　美咲
介護職員

竹之内  侑花

介介新新 人人 紹紹
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居宅介護支援事業所 銀砂台

地域包括支援センター　銀砂台

TEL：０２９４－３３－６３６３

包括が JWAYに登場します！

　ほっと一息つ

けるような雰囲

気と笑顔を忘れ

ず日々に活動を

しています。こ

れからも皆様が、

住み慣れた地域で安心して生活できるよう

に頑張ります（8月 15 日から２週間程度放

送される予定です）。

元気 cafe 助川

　色々なイベントが企画されています。

　銀砂台は担当地区として第三木曜日に健

康相談を行っています。

TEL：０２９４－３３－６５００

　居宅介護支援事業所とは、在宅で生活する高齢者の生活を支えるケアマネジャーのいる事業所です。

　ケアマネジャーとは何をする人？と、まだケアマネジャーは認知されていないと思われます。ケアマ

ネジャーとは、病気や障害等を持ちながらも在宅・住み慣れた街で生活を送りたいと思われている方々

のサポートを行う人になります。

　現在、銀砂台の居宅介護支援事業所のケアマネジャーは１人ではありますが、ご本人やご家族の希望

や意向に寄り添い、大切な家族とご自宅での生活が送れるようにと支援させていただいております。

　「介護保険て難しそう」「デイサービスはちょっと…」「一人暮らしの親が心配」等、不安や心配事

はそれぞれ異なり、家庭環境も違えば気持ちも様々です。

　個人や家族によってニーズは違えど、「家にいたい。家族といたい」は一緒

だと思います。

　ご本人、ご家族様と共に考え、住み慣れた街での生活をサポートさせていた

だきますので、お気軽にご相談ください。

　担当させていただいている方、ご家族、他事業所の

方々からたくさんの反響をいただきました。普段介護

とは遠いところにいる方、まだ早いと思っている方に

も介護の現状を知り、介護を身近に感じて考えてもら

える素晴らしい機会をいただいたと思います。これか

らも地域の介護を支える担い手として日々励んでいき

たいです。(上妻玲奈）

居宅介護支援事業所について
管理者　長沼　麻池加

認知症サポーター養成講座

　認知症に関する正しい知識や対応を学ぶ

ことで、認知症の方とその家族のサポーター

となり地域で活動するための講習会です。

依頼をうけ様々な場所で実施しています。

オレンジカフェ

当包括職員の業務を日立市報で掲載していただきました

　認知症の方やその家族・認知症が心配な

方などが集い、レクリ

エーションや介護の相

談を通し、お茶を飲み

ながら交流して楽しい

時間を過ごせる場所を

提供しています。

出典：「日立市報」平成元年１１月５日号
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書道クラブ

　この度、地域密着型事業統括に着任致しました、服部敏彦と申します。これまで主

に本園に於いて勤務して参りましたが、今後は、助川サテライト、鹿島町クラブ、本

宮町クラブのご利用者様、ご家族の皆様と関わらせて頂くことになります。

　新たな任に就かせて頂くことになり、身の引き締まる思いです。引き続き、高齢福

祉に真摯に向き合い、皆さまとの「縁」を大切にしながら地域に貢献できるよう精進

して参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

着任のご挨拶

　助川サテライトでは、概ね月に1回書道クラブを開催しております。

　今年の春先は新型コロナ感染症対策の関係で、花見外出等の入居者様に

とって楽しみなイベントとなっていた、施設外へ出かける行事を行うこと

ができませんでした。そのような中、少しでも春の季節感を味わっていた

だけるよう、季節感のあるＢＧＭを流しながら春のお題で書道を楽しみま

した。今年は我慢の春を迎えてしまいましたが、来年の春には写真で書か

れているような「春色」を味わえるようになっていることを願わずにはい

られません。

年間行事の様子

地域密着型事業統括　服部　敏彦

銀砂台「助川サテライト」銀砂台「助川サテライト」 地域密着型特別養護老人ホーム

　笑顔を絶やさず思い

やりを持ってその人に

合った介護ができたら

と思います。よろしく

お願いします。

　今年3月に入社しま

した。入居者様の想い

に寄り添える介護士に

なれるよう努力して参

りますのでよろしくお

願い致します。

　入社したばかりで、

まだまだわからないこ

とだらけですが、入居

者様のお役に立てるよ

う精一杯頑張りたいと

思いますのでよろしく

お願い致します。

介護職員

鈴木　富子
介護職員

三樹　理恵
介護職員

鳩貝　花音

介介新新 人人 紹紹 銀砂台「助川サテライト」に入職した新人職員を紹介いたします。

御年103歳にな

られます最高齢

者様の表彰です

ボランティアグルー

プ「ナープアメリア

様」来所

本園で行われた

新年祝会に招待

されました

施設生活の中で

の趣味活動を支

援しています

囲碁クラブ新年祝会納涼祭敬老会 屋外外出

近くの喫茶店で

お茶を楽しみま

した
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銀砂台「鹿島町クラブ」銀砂台「鹿島町クラブ」 小規模多機能型居宅介護事業所

　職員の腰痛予防の取り組みでしたが、いつの間にか利用者様も加わり毎朝の日課
になりました。
　8時30分にお馴染みの音楽が流れると、「さあ、今日の調子はどうかな？」と、
到着間もない利用者様や宿泊していただいている利用者様が一緒に参加してくださ
います。テレビ画面に合わせて「１、２、３、４」と大きな掛け声とともに、元気
な１日がスタートしています。

●朝のラジオ体操

　運動会や車いすダンス、秋まつりへのお誘いなど、本宮町クラブと
小規模多機能同士の交流を続けています。初めて会う利用者様とゲー
ムをしたり、歌を唄ったり体操したりと、楽しいひと時をすごしてい
ます。12月の生け花教室では、お正月用のアレンジメントを教えてい
ただき、素敵な作品を作ることができました。ご家庭に持ち帰り、ご
家族様からも好評でした。今年は、コロナウイルス感染症対策でイベ
ントの中止が続いています。早く収束してほしいと願います。

●本宮町クラブとの交流

　6月に入職しました。祖父母の介護を経験
し、介護職を目指しました。まだ分からな
い事ばかりで戸惑う事が沢山ありますが、
先輩方の指導を受けて利用者様やご家族様
に信頼される介護士になれるよう、一生懸
命頑張りたいと思います。

介護職員　　小田　弥斗星

介介新新 人人 紹紹

　４月に入職しました。小規模多機能での
介護は経験がありますが、今は鹿島町クラ
ブに早く慣れて先輩方と同じように利用者
様に寄り添う介護ができるよう日々勉強し
ていきたいと思います。どうぞよろしくお
願いします。

介護職員　　岡崎　美紀

銀砂台「本宮町クラブ」銀砂台「本宮町クラブ」 小規模多機能型居宅介護事業所

　令和元年度から、利用者さんの希望があった書道教室を開催して
います。地域の方が講師となり毎月２回開催し楽しみの一つとなり
ました。
　当初は「できない」と話す利用者さんも回数を重ねるごとに上手
になり、自信につながりました。今後も利用者さんが楽しみを持って日中を過ごすことができるよう利
用者さんの声を聴きながら支援をしていきたいと思います。

●書道教室の開催

　一昨年は「納涼会」として８月に行いましたが、猛暑対策のた
め、令和元年度は「秋祭り」として開催しました。当日はあいに
くの雨だったので室内での開催でしたが、ボランティアの笑楽一
座様の演技や金魚すくい、射的、バザーなどの出し物は利用者さ
んに好評でした。会食時には家族との交流もでき有意義な時間を
過ごすことができました。

●秋祭り

　令和元年10月に入社
しました。介護の仕事は
初めてですが、先輩の指
導を受けながら少しずつ
利用者様が安心していた
だけるよう頑張っていき
たいと思います。

介護職員

小野　明子
　今年１月に入職しま
した。小規模多機能は
戸惑うこともあります
が、日々勉強し、利用
者様に満足していただ
けるよう頑張っていき
たいです。

介護職員

橋本　直哉
　４月に入職しました。
前職も小規模多機能に勤
務していました。利用者
様と家族に寄り添えるこ
の仕事に生きがいを感じ
ています。本宮町クラブ
でもご利用者、ご家族を
支えられるよう支援して
いきたいです。

介護職員

照山　綾子

介介新新 人人 紹紹
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混乱と使命感

　新型コロナが襲ってきた。未知のウイルスは170万株あるといわれるから、ある意味では常識的な事に成りつ

つあるのだろう。福祉施設は、毎年の感染症に目くじらを立てているから、ある程度の手慣れがあるが、パンデ

ミックには、とても対応できないかもしれない。「その時どうするか」をシュミレートしている。施設内に「感

染ゾーン」を設置し隔離する。専任の職員をあて、ゾーンを遮断する。そして保健所の指示で感染者を転院支援

する。これが基本マニュアルである。これが成功するか否かは、医療的バックアップが可能かどうかにかかって

くる。先頃の緊急事態宣言の期間に、病院が受け入れを拒否した事例が頻発したという。保健所の要請も無効

だったのであろう。だから、日本では、今後も、いざというときに、また「混乱」する可能性がある。

　「混乱」で連想されるのは、福島の東電原発事故である。当時のドキュメントを読むと、日本中が混乱の極に

いた。その中で、何とか原発の制御を果たしたのが、所長以下の東電職員であった。危険を顧みず、高濃度の放

射線の中で作業を果たしてくれたのである。長く讃えられるべきことであろう。

　いま、新型コロナなどによる波状攻撃での「混乱」が、常に間近かにあるという覚悟を持ち、冷静な熱意ある

処置対応で、また美しい事績が積みあがることであろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｍ）

ご奉仕・ご寄附ありがとうございました

令和 2 年度決算報告書
（令和２年３月３１日現在）

資金収支決算書
単位：千円

勘定科目
510,507
489
0

事業活動支出
施設整備等支出
その他の活動支出
当期資金収支差額

438,105
14,583
334

57,974

貸　方（収入） 借　方（支出）

事業活動収入
施設整備等収入
その他の活動収入

決算額 勘定科目 決算額

合　計 510,996 合　計 510,996

貸借対照表
単位：千円

事業活動収支決算書
単位：千円

勘定科目
505,067
5,439
489

サービス活動費用
サービス活動外費用
特別費用
当期事業活動増減差額

455,949
1,831
0

53,215

貸　方（収入） 借　方（支出）

サービス活動収益
サービス活動外収益
特別収益

決算額 勘定科目 決算額

合　計 510,995 合　計 510,995

勘定科目
315,565
801,659

流動負債
固定負債

負債の部　合計

41,612
78,377

119,989

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部　合計

39,920
164,735
10,545
782,035
997,235

貸　方（収入） 借　方（支出）

純資産の部

流動資産
固定資産

決算額 勘定科目 決算額

1,117,224 1,117,224

尺八同好会様

茨城キリスト教大学様

山彦会様

豊浦中学校吹奏楽部様

東海観世会様

笑楽一座様

劇団ひまわり様

矢車草の会日立様

髪房仔馬様

オリエント理容・美容室様

水仙の会様

ワンだぁフレンド様

個人　　舞　　　京子様

　　　　渡辺　ふさ子様

　　　　福地　　孝子様

　　　　大塚　　尚　様

　　　　小澤　　泰男様

　　　　佐藤　　光廣様

医療法人真寿会　西成田医院様

医療法人英徳会　塩原歯科医院様

カットハウスフレンド様

童謡コスモスの会様

日高学区市民自治会社会福祉委員会様

田尻ハーモニカ教室様

檜山工業株式会社様

退職公務員連盟様

歌の宅急便カナリヤ様

響会様　　　


