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聞くと、聴くの違い

あなたはわかりますか？？
あなたはわかりますか？？

聞く：音や声を感じ取ること
聴く：耳を傾けて注意して聞き取ること

平成26年度「傾聴講座」
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男性、女性合わせて25名の受講生に楽しく学んで戴きました。相手に関心を
持ち話を聴くことは「心の援助」になります。誰かに一生懸命お話しを聴いて
もらうと「心が軽くなり生きる勇気や生きる元気が湧き出ます。
」傾聴は自殺予
防の観点からも、益々必要になってくる講座なので27年度も開催予定です。

平成27年度 事業計画
法人運営係
・本会、基本理念・基本方針を達成するには人材育成が最重要課題であり、人事管理制度、研修制度をさらに推進
する。
・本会の将来ビジョンを見据えるために、定期的に地域福祉事業、受託・指定管理事業、介護保険事業の一体的な
検討をおこなう。
・施設・事業所・係のスムーズな事業運営に資するため、総合的な連絡・調整を行う。
・地域福祉推進のため、行政、区長連絡協議会、民生児童委員協議会、諸団体及び医療機関、福祉施設等との連携
強化を進める。
・村内の地域福祉推進に資するため、村と協働で地域福祉計画（村が策定）
、地域福祉活動計画（社協が策定）の策
定を進める。

地域福祉活動係
一般事業
1) 日常生活自立支援
2) 生活困窮者自立支援
3) 生活福祉資金貸付
4) 小口資金貸付
5) 社協車輌貸付
6) 弁護士法律相談所の開催及び紹介
7) 高齢者見守り訪問
8) 車イス貸出
9) 大会・フェア等への参加・募集
10) 日本赤十字社、共同募金会の事務局
11) 老人クラブ連合会、遺族会の事務局

共同募金事業
1) 昼食招待会
2) 雪おろし助成
3) 地域の茶の間
4) 法外援護（罹災世帯、生活困難者、行路者等への金品援護）
5) お届けお昼ご飯
6) 社協だよりの発行
7) 音訳
8) 手話ボランティア養成
9) ボランティアセンター
10) ささえあい
11) 通院等送迎サービス
12) 障がい者団体交流
13) 障がい者居場所
14) 子育て・子供サロン助成
15) 歳末食材配布
16) 福祉団体活動助成

老人憩いの家
むつみ荘運営事業
1) 老人クラブ入浴事業（水曜日）の実施
2) 利用される皆様の心身の健康増進と癒しの場を提供

元気ハツラツ事業
○むつみ荘ファンルーム
特定高齢者介護予防事業「元気ハツラツ事業」の実施
1) ファンルームの実施
2) 地域の茶の間立上及び開催支援
3) 健康教室、男しょの会の開催
4) 介護予防に関する講演会・研修会等の開催

○地域ファンルーム
特定高齢者介護予防事業「元気ハツラツ事業」の実施
1) ファンルームの実施（運動・口腔・栄養プログラム）

○一般介護予防
a) シニア運動教室
老人クラブの水曜日入浴事業へ運動指導士、歯科衛生士を派遣
b) 介護予防普及啓発
運動パンフレット作成、村民向け介護予防教室開催、地域の茶の間で健康づくり指導
c) 地域介護予防活動支援
介護予防ボランティア養成、地域健康教室開催、口腔ケアの普及活動、男性介護者教室開催
d) 楽しむ・元気になる・健康教室
高齢者全般を対象とした運動教室開催
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訪問介護事業所
a) 介護保険法に基づく訪問介護および介護予防訪問介護
b) 自立支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護および地域生活支援（移動支援）
c) その他の訪問介護サービス（介護保険外サービス）

デイサービスセンター
（ふれあいの家）
a) 通所介護及び介護予防通所介護サービス
b) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護サービス
c) 障害者自立支援生活介護サービス

高齢者生活福祉センター
（デイサービス）
ゆうあい
a) 通所介護及び介護予防通所介護サービス
b) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型
通所介護サービス

高齢者生活福祉センター
（居宅）
a) 居住の運営
b) 居住者の自立支援
1) 転倒予防体操・貯筋運動の実施
2) 生き甲斐活動・趣味活動の実施
3) 健康相談・栄養指導の実施

居宅介護支援事業所
○重点目標及び実施事業
a) ケアマネージャー１人当たりの標準担当数（毎月の請求件数）を39件とし、困難ケースにも積極的に対応する。
b) 特定事業所加算算定の継続
c) 地域包括支援センターと協働し、ケア会議等の実施や事例研究を行い、地域福祉向上に貢献する。
d) 要介護認定調査の受託
e) 介護予防給付サービス計画作成等に係る業務の受託

平成27年度資金収支予算

収
入

グ ラ フ 科目
会費収入
寄附金収入
補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険等収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
収

入

計

法人運営
共同募金
むつみ荘
ゆうあい居住
元気ハツラツ
訪問介護事業所
ふれあいの家
ゆうあい
居宅介護支援事業所
予備費
当期末支払資金残高

本部事業
支

受託事業

出

介護保険事業
予備費
当期払資金残高
支
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科
目
社協会費
寄附金
関川村、新潟県共同募金会等
関川村、村内各種団体
お届けお昼ご飯弁当代等
介護保険事業収入
障害福祉サービス事業収入
預金利息
受入研修費、雑収入等
小口資金貸付償還金収入等
前年度の支払資金残高

出

計

合 計
予算額
1,071
1,071
1
1
27,958
27,958
34,284
34,284
2,401
2,401
201,967 201,967
1,335
1,335
5
5
135
135
201
201
30,002
30,002

収入

前期末支払資金残高
30,002,000

（単位：千円）

その他の活動による
収入 201,000

会費収入 1,071,000
寄附金収入 1,000

その他の収入
135,000

補助金収入 27,958,000

受取利息配当金
収入 50,000

受託金収入
34,284,000

障害福祉サービス等
事業収入
1,335,000

事業収入
2,401,000

介護保険等収入
201,967,000

299,360 299,360
51,044
54,143
3,099
5,550
32,285
13,948
12,787
15,636
53,853
189,834
87,130
33,215
1
1
23,097
23,097
299,360 299,360

当期払資金残高
23,097,000

支出
本部事業 54,143,000

予備費 1,000

受託事業
32,285,000

介護保険事業
189,834,000

介護保険事業課

「介護保険事業が目指すもの」
二つのデイサービスは其々の特色を活かしながら、日常生
活上の介助をさせて頂くだけではなく、ご利用者様を尊敬し
笑顔で関わりながら、一日を楽しく過して頂けるように務め
ております。訪問介護事業所は、ご利用者様が、住み慣れた
地域でご家族やご友人に囲まれて暮らし続けられるようにお
手伝いさせて頂いております。居宅介護支援事業所は、お一
人ひとりに向き合い、多職種と協働し、専門性をもって支援
しております。介護保険事業課においては、４事業所の運営
状況を把握しながら、提供するサービス内容を振り返り、更
なる質の向上に向けて取り組んで行きたいと思います。介護
保険各事業所ともに、今年度はより地域とのつながりを広め
て、地域資源として皆様に一層ご活用いただけるように努め
て行きたいと思います。
皆様からのご意見が貴重な財産となります。どんなことで
も宜しいので、お声がけいただければと思います。

こんにちは！！ケアマネージャーです。
居宅介護支援事業所は、主任介護支援専門員１名、介
護支援専門員３名で運営しております。介護申請を頂い
た方が、その人らしい暮らしを続けられるように、お一
人おひとりのご意向と、病状、ご家族状況、身体状態な
どをもとに、適切なサービスを組み立て実践につなげる
﹁ケアプラン﹂を作成するのが主な業務です。ケアプラ
ンには各サービス事業所のほか、医療、ご本人、ご家族、
介護保険外サービス、地域の方などが位置づけられてお
り、それぞれの専門性と役割を持って、ご本人の自立に
向けて、チームで取り組んで行きます。

ここ数年、介護保険申請が「認知症」を要因とし、さらに、2025年には
団塊の世代の人が75歳以上となり、認知症に罹る人も４人に一人と推測さ
れています。認知症があっても、障害があっても安心して暮らせる村にな
るために、私たち介護支援事業所も専門性を持って役割を担って行きたい
と思います。地域の人が顔の見える、温かいつながりのある村になれると
いいですね。
また、年に２回「ケアマネ通信」を発刊しています。介護保険の制度や
仕組み、サービス内容等今後も情報を発信していきたいと思います。
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～「わが家で暮らしたい！」そんなあなたを応援します ～

訪 問 介 護 事 業 所
ご利用者様だけではなく、ご家族様（介護者）にも毎日、笑顔で暮らしていただくために身の回りのお世
話だけでなく「心のケア」も大切にし、介護の苦楽を共感し合い、心の支え役、相談相手としてのサポート
もさせていただいております。
お一人おひとりの気持ちを大切にし、訪問させていただいておりますが、毎回新たな発見や出逢いがあり、
多くのことを学ばせてもらっております。職員一同、ご利用者様の笑顔と感謝の言葉を胸に、寄り添いなが
ら、より良いサービス提供を目指していきます！

求人情報

訪問介護員（ホームヘルパー）募集

介護福祉士、介護職員初任者研修課程修了者等の資格をお持ちの方、私たちと一緒に働いてみませんか？
【時間】 7：30〜19：00（30分単位での稼動になります）
※土・日曜日、祝日、年末年始、お盆対応可能な方

お問い合わせ・申込は関川村社会福祉協議会
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☎：64−0111

誕生日カード

昨年から、ご利用者様の誕生日に写
真入り誕生日カードを差し上げていま
す。
︵デ イ サ ー ビ ス を ご 利 用 し て い な
い方のみ︶受け取られたご利用者様か
ら ﹁ あ り が と う﹂
﹁嬉しい﹂と心温ま
る言葉をたくさんいただきました。私
たち職員のこころも﹁ほっと﹂温かく
なります。

住み慣れたご自宅で安心して暮し続けられる
よう、ご利用者様のご自宅に訪問し、清掃・洗
濯・調理などの生活援助や、入浴・排泄・外出
などの様々な日常生活のサポートを行っており
ます。現在職員は、常勤ヘルパー２名、登録ヘ
ルパー６名で活動しています。

介護保険対象外の訪問介護サービス（全
額自費利用）介護保険対象外（入院中の付
き添いや通院介助等）となるサービスも行
っております。
全額利用者負担ではありますが、希望さ
れる方はご相談ください。

ＣＨＥＣＫ

ホームヘルパー」です
「
が
ち
た
私

〜デイサービス部門〜
施設は、豊かな自然に恵まれた湯沢地区に、
他の福祉施設と隣接して建てられており、近
隣施設とは災害時に対応した協力体制や、職
員のキャリアアップのための合同研修などの
企画を初めとするネットワーク体制が確立し
ております。
デイサービス部門と居住部門を併設してい
ますが、豊かな自然や地域の方々の優しさに
応援をいただきながら日々運営しており、温
泉を引いているのが大きな特色です。
地域の方々には毎年餅つき大会や夏祭り等
の行事にも快くご協力いただいており心から
感謝しております。今後とも宜しくお願いい
たします。

「地域風土を生かし、生き甲斐を見出し、
その人らしさを大切にした生活を支援します。」
デイサービス部門の運営理念です。毎日30名くらいの方からご利用いただいておりますが、
この運営理念を基本に、お一人おひとりの生活に視点をおいて日々サービス提供を行うように
取り組んでいます。
年間を通して季節を感じて頂ける行事やレクリェーション、歌や踊りのボランティアさんや
学校児童、保育園児による慰問、村内行事への参加、村外イベントの見学や外食、誕生月には
お一人ひとりの希望を叶えるような取り組みも行っています。

〜居住部門〜
村内の一人暮らし、またはご夫婦世帯の方
で、自宅での生活に少し不安があり、援助員
の見守りや支援があれば自立した生活が可能
な方が冬期間などの短期間や年間を通じてご
利用できる施設です。入居者が援助員の支援
を受けながら、一緒に手作業をしたり、外出
したり、茶話会をしたり、お互いに助け合い
ながら生活しております。

ボランティアさん募集
利用者の入浴後のドライヤー掛け
や、お話相手など、ご協力いただ
ける方は是非ともお声がけ下さい。
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理 念
「その人らしさを尊重し、その人のリズムにあわせたケアを提供します」
理念は私たち職員が目指す方向性を示したもので、常に振り返りながら、
拠り所としているものです。

想 い
私たち職員は、高齢者の皆様と関わることが大好きです。利用者様の素敵な笑顔に
出会い、ふれあいの家がもう一つの「我が家」として、居心地良く過して頂けるよう
に取り組んでいます。
また、お一人ひとりが抱える病気等によって、これ迄できていたことができなくな
ってしまう寂しさは、ご本人が一番感じていることと受け止めています。
ふれあいの家では、これまでの暮らしの中で得意だったこと、好きだったことなど
を引き出しながら、ご利用者様が得意な分野で力を発揮して頂けるように、「きめ細や
かなサービス」を提供するように今後も努めて行きたいと思います。

天気が良いときには、「東桂苑」や「ゆーむ」迄散歩に出かけて四季を感じたり、季節行
事や行事食、手作りおやつ作り、畑作りなどを通じて食べる楽しみを持つことで、利用者
お一人ひとりがとっても素敵な笑顔を見せてくれます。その笑顔を１年間の思い出として、
毎年アルバムを作り差し上げています。元気で暮らし続ける「力」になってくれたら良い
と職員の思いも膨らみます。
ご家族さま、地域の皆様からも、是非気軽に足を運んで頂きたいと思います。
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仲
間

平成26年度
平成26年度

福祉・健康フェア

平成26年度 老人クラブリーダー研修会

３月13日むつみ荘にて開催されました。今年
度は認知症キャラバンメイトの皆さんによる「認
知症サポーター養成講座」を行い、寸劇や講習を
通じて認知症の方への理解を深めました。認知症
の方の行動への正しい対応を学ぶ寸劇では、老人
クラブ会員も参加し、巧みな演技に笑いと拍手が
おこりました。最後は全員、受講修了のオレンジ
リングをもらいました。

３月８日村民会館で開催されました。
ボランティア、生涯学習、住民福祉課
などから多彩なブースが出展され、大
いに賑わっていました。来場の中心は
親子であり、縁日体験等を楽しまれて
いました。ご来場できなかった方は、
次回の開催にておまちしております。

茶の間リレー9部屋目

深 沢

深沢の茶の間にお邪魔してきました。深沢
地区では、冬期間は毎日、他の季節でも月に
１回は集落センターに集まり、交流や手芸と
いった手作業を行いイキイキとした日々を過
ごしています。参加者は10人前後で、月に１
回は乗り合わせで「ゆ〜む」へ行くなど外出
にも積極的です。３時には全員でラジオ体操
をし、
「いつまでも元気に楽しく」を目標に
茶の間を開いています。

放課後こども教室
サポーター大募集

みずほ教育財団
「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」
応募団体募集のお知らせ

元気な子供達と賑やかな放課後を過
ごしてくれる方を募集しています！
！

○助 成 対 象：地域で高齢者を主な対象として活動をしている

○活動時間：

○助成対象外：法人格を有する団体および老人クラブ内での

○活動場所：

ボランティアグループ
活動グループ

夏期間

○応 募 期 限：平成27年５月15日（金）
○助 成 額：１グループ、10万円を上限とする。

株式会社エヌ・エム・アイ

川北ふれあいの家
（旧川北小学校）

○申し込み・問い合わせ：

申請には社協の推薦が必要です。

ご寄付

毎週火曜日 14時30分〜18時頃（当番制）

教育課生涯学習班

☎64−2134

〜暖かいお気持ちありがとうございました〜

坂町調剤薬局
傳 智揮

様
様

金 53,500円
掛け布団、タオル等

この広報紙は、赤い羽根共同募金配分金を受けて発行しています。
赤い羽根共同募金ホームページ http://www.h7.dion.ne.jp/ni-kyobo/
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