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特定非営利活動法人（NPO
特定非営利活動法人（NPO 法人）
すけっとファミリー

イキシアの花言葉・・・団結

移転 1 周年
すけっとファミリー
の総ての事業を弥富通
に集結して一年が経ち
ました。引っ越し前日まで営業し、翌日総ての
荷物を弥富通の新拠点に運ぶという前代未聞
の無鉄砲なことをやってのけました。
この呆れた引越しを快くお引き受けくださっ
た仲間の皆様に今も心から感謝しています。
そして 1 年。新しいメンバーが増え、スタッ
フの平均年齢が大幅に若くなり活気付いてい
ます。

快

挙

其の中に一人若者の中で孤軍奮闘している
65 歳の男性スタッフがおります。今年 3 月、彼
ともう一人女性スタッフが介護福祉士の試験に
チャレンジし 2 人共合格しました。やる気が
あれば年など関係無く目的が達成できるものだ
と教えられた次第です。

まさに快挙です。 「あと 5 年は頑張る！」
とやる気満々の彼の姿に圧倒される思い
です。

生活支援サービス
地域にはこのような元気な高齢者が満ち溢
れています。国は平成 25 年度予算案として
［地域支え合いセンター］整備事業の予算を
組んでいます。創設の場合 3,000 万円、改修
の場合 650 万円の助成です。この助成金は、
高齢者の生きがい活動や地域貢献を目的と
し、サービスを必要とする地域の高齢者に、
有償ボランティア活動で見守り・配食等の生
活支援・地域のニーズに応じた活動をする拠
点の整備のためのものです。この助成金によ
り、ＮＰＯは確実に大きな力を発揮できるは
ずです。瑞穂区もシルバーパワー事業と称し
て共助の体制を整えたいと懸命に取り組ん
でいます。是非名古屋市がこの予算獲得に手
を上げていただければと願っています。
ＮＰＯ法人すけっとファミリー 理事長 加藤純子

デイサロンりふ
れ

訪問介護・介護保険外(家事・子育て支援
等)・障害者自立支援・移動支援・産後ヘル
プひとり親家庭等家事介護・高齢者自立支
援
TEL 861-6047 FAX 861-6048

居宅介護支援
TEL 835-8260

FAX 861-6048

通所介護・介護予防通所介護
TEL 833-2889 FAX 861-6048

〒467-0064
名古屋市瑞穂区弥富通三丁目４５番地
E-mail info@suketto-family.jp
URL http://suketto-family.jp

デイサロンりふれとしての二度目の春を迎えることができました。
☆りふれのひな祭り☆
りふれでは３月３日の桃の節句に向けてフロア内に雛人形を飾りました。

りふれには３種類の雛人形があります。それぞれ違った雰囲気があり、フロアに
並んだお雛様を見ながら利用者さんも「華やかだねぇ～」
「たくさん飾ったねぇ」
などとお話しされていました。

☆春と言えばお花見☆
例年より早めに開花した桜。今年も皆さんと一緒にお花見に行きました。山崎川や
弥冨公園など桜の名所が多くあるりふれ周辺。そんな桜の名所を回った車中では、
利用者さんの笑顔が溢れていました。

☆新人スタッフ紹介☆
三人の子育ても少し落ち

4 月から入社しまし

つき、週に一度ですがデイ

た永山滉祐です。今

サロンりふれにてお昼ご

は自分のできること

はんを作らせていただき

を一生懸命頑張って

ます。ご利用者様に楽しく

いきたいと思いま

おいしく食事していただ

す。よろしくお願い
永山 滉祐

します。

けるよう心をこめてがん
氏家 浩子

ばります。

すけっとファミリーの２階では・・・

すけっとファミリーの 1 階はデイサロンりふれ。2 階は訪問
介護と居宅介護の事業所及び本部事務所になっています。サービス
提供責任者やケアマネさん達は、皆様から支援していただいて購入
した、新しい電動アシスト自転車で飛び回っています。新しい自転
車は馬力がありますね。ありがとうございます。これから暑くなり
ますが、太陽が直射状態の事務所ではエアコンも息切れしそう！
ソーラーを乗っける？ 人口芝生を植える？空き缶に水を入れて
直射を防ぐ！ なんてことも聞きますが何か良いお知恵はありま
せんでしょうか？ ご利用者の皆様も、気温の差が激しく、体調
管理が難しいでしょう！ ご利用者の体調の変化を見逃さない様
細心の注意を払いたいものです。

今のな・や・み・・・

すけっとファミリーのスタッフさん達は自転車で移動することが多いのですが、
移動時間等の都合で車を使用することもしばしば・・・。でも道幅や近隣の住宅
への迷惑を考えるとなかなか駐車許可証もとれず、困っています！

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン

行 事 予 定

毎月１１日、ジャスコ熱田店にレシートを入れる

5 月 28 日(火) 6 時 ～
総 会 (デイサロンりふれ)

ＢＯＸが置かれます。

すけっとファミリーの箱に黄色いレシートを入れていた
だきますと、一年後にレシートの金額が集計され、
合計金額の１％の商品が購入できるというキャンペーン

ご利用者の河野レイ子さんの作品です。
ご利用者の河野レイ子さんの作品です。

です。2012 年度は電動自転車購入の補填金にさせて

色もカラフルでとても
素敵な作品です！

頂くことができました。皆様のご協力を心より感謝い
たします。有難うございました。
是非、毎月 11 日は ジャスコ熱田店
ジャスコ熱田店へ
へ
買い物に行きましょう!

バラの作品の他、シン
ピジュウム、春のお花
などたくさん作られて
みえます。

〔作り方〕 接着剤のついたボードがあり、
シールを少しずつはがしながら糸を巻く
ようにして目打ちで押えて作る。

「認定ＮＰＯ法人」 の資格取得のため 「3,000 円以上のご寄付」 をお願いします
「認定 NPO 法人」の制度が出来ました
「認定ＮＰＯ法人」とは、非営利のＮＰＯ法人の活動をささえるためにご寄付を下さった方々も、寄付金
に対する税金の減免を受けられる、特別に認定されたＮＰＯ法人のことです。
2 年間で 200 人以上から 60 万円以上の
ご寄付の明細書の添付が、申請の条件となっております。
すけっとファミリーの非営利活動に賛同し、ご協力いただける方々に［平成 25 年３月末までにおひとり
3,000 円以上のご寄付を、さらに平成 25 年 4 月以降に二度目のお一人 3,000 円以上のご寄付］を
お願いします。
25 年 4 月１9 日 現在
<振 込 先> ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

寄付金 82 名

合計 677,000 円

口座記号・口座番号
口座記号・口座番号 0089000890-6-129893
口 座 名 義

特定非営利活動法人すけっとファミリー
特定非営利活動法人すけっとファミリー

すけっとファミリーはこの貴重な寄付金を地域の高齢者・障害者・社会参加を目指す女性やその家族の
支援をさらに充実できるようよう役立てます。
この制度の詳細・寄付の申し込み手続き等お気軽に問い合わせください。
ＴＥＬ： 861－6047

ＦＡＸ ： 861－6048

担 当 ： 加 藤・北 嶋

お問合せ先 ８６１－６０４７ 北嶋

「奇 跡 を 起 し た 歌 の 魅 力」
守 山 区：大 川 孝 次

昔、ムード歌謡歌手として一世を風靡した菅原洋一さんの長男、英介さんはピアニスト
でもありますが同時にある高齢者施設の作業療法士としても活動されています。
ある時、菅原洋一さんとそのご長男が病院のロビーでミニコンサートを開いた時のこと
です。一人の女性が「半年前に脳梗塞で倒れた母は菅原さんの大ファンです。連れてきても
よろしいでしょうか？」という願いを快く受けられロビーにベッドを運び込んだのです。
昔の懐かしい思い出の曲をベッドで聴いていたその女性が歌い終った菅原さんに向って
やにわに「ありがとう」と声をかけたのです。その声を聞いた娘さんが一瞬びっくりしてい
ました。というのは脳梗塞で倒れて以来、話すことが出来なくなっていたのです。
そのお母さんが菅原洋一さんの歌を聞いて感謝の言葉をしゃべったのです。実際この奇跡
を目の当たりにした菅原さんは「歌には不思議な力のある事を知りました」としみじみ述懐
されていました。
歌といえば最近では何処の施設でも盛んに歌が歌われるようになりました。声を出して
歌ったり聴いたりすることは認知症予防に効用があると国立長寿医療研究センターの診療
部長さんもおっしゃられています。
「デイサロンりふれ」ではもう随分以前から皆さんが
一緒に歌う事を続けておられます。りふれの皆さんがいつもお元気でいられる秘訣はやはり
一緒に声を出して歌うことが健康の「奇跡」を起しているのかもしれません。いつまでも
お元気で歌い続けて欲しいものだと思っています。
※大川孝次さん

すけっとファミリーのデイサービスに傾聴ボランティアとして毎月２回来所して
いただいています。 京都マック（アルコール依存症回復施設）を設立し、１２年後退職。
現在、名古屋にて活躍中。

著書 「奇跡はあなたの中にある」
（新風舎）

みずほたすけ愛ネット 情 報
２０１３みずほたすけ愛ネット
フォーラムご報告
３月２４日 みずほたすけ愛ネットのフォーラムでは、
地震・津波による家具転倒防止をメインテーマに、耐震
診断・転倒防止処置・避難経路等備えの重要性を紹介して
いただきました。参加者の皆さんは地震の恐ろしさを改め
て認識された様子でした。寝室から玄関まですばやく安全
に逃げるため、家の見取り図を書き、家具等転倒しやすい
物を確認しました。
「備えあれば憂いなし」
家具転倒防止を地域
に広めていきたいで
すね。

私たち こんなお手伝いができますヨ！

ホームページをご覧ください
すけっとファミリー

検 索

大掃除大変ですね！
電気の傘のほこり ・ ・ ・
エアコンフィルターの掃除 ・ ・ ・
換気扇やコンロ ・ ・ ・
冷蔵庫の中・・・
時間もかかるし力も要るし・・・
すけっとファミリーの在宅サービスを
ご利用される方が増えています。
「こんなことまで大丈夫かしら？」
ということでも遠慮なくお問い合わせ
下さい。

