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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

さて、高齢者はどんな困り事を抱えているの

地域の高齢者の見守り促進事業
この事業は、すけっとファミリーが「大野
良久記念老人福祉財団」の助成でいただいた
電動自転車５台と既存の電動自転車５台を
活用して行う事業です。
自転車の前後のかごに”すけっとファミリー
高齢者なんでも相談所“のプレートを貼り、
地域を走ることで地域の困り事を吸い上げる
ことが目的です。
この地域での見守り活動の促進、推進を目指
すことにより、高齢者が安心して住み慣れた
自宅、住み慣れた地域で生活し続けられる
可能性を拡大したいと思っています。
いただいた自転車は華やかなピンクとブ
ルーです。快適に走る自転車に乗り活動に
出かけるヘルパーの顔はとても清々しく感じ
られます。
できれば、すけっとファミリーのヘルパー
全員が自転車にプレートを貼り地域を走り
回ることが実現できればと願っています。

でしょうか。最近得た情報では、買い物です。
すけっとファミリーの拠点周辺は市場・商店が
なく大きなスーパーは遠く、買った物は重くて
持ち帰るのが大変。何とか買い物が手軽にでき
ないかと大変お困りでした。その他、ゴミの
分別、ゴミだし、電球の取り換え、衣替え、
通院の付添いなどなどです。
これらは、ご近所の支え合いで解決出来る事柄
が多くあります。
この事業を促進することにより、地域の困り事、
ご近所の気づきを吸い上げ行政とも協力し、
少しでも地域が住みやすくなるように連携を
図りたいと思っています。

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)・障害福祉サービス・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

７月 ８月は日本各地で様々なお祭りが開催されますね。
“りふれ”
りふれ”でも夏祭りを開催しました!!

“りふれ”
盆踊りを行います。炭坑節や名古屋囃子…最初は遠巻き
りふれ”の夏祭りでは、盆踊り
盆踊り
に見学されていた利用者様 スタッフがお誘いすると「踊ってみようかな」と参加
され「楽しいね!!」と笑顔・笑顔!!
また昨年大好評だった食事バイキング
食事バイキングやおやつバイキング
!!
食事バイキング おやつバイキングも行いました
おやつバイキング
おやつバイキングではかき氷
かき氷も登場しました。食事バイキング
食事バイキングではいつもと違う
おやつバイキング
かき氷
食事バイキング
食事のスタイルにいつもは食の細い利用者様もたくさん召し上がって下さいました。

☆素敵なプレゼントとエピソード☆
ある日の朝。 「よかったらこれ、飾ってくれ
ない ？」 ととっても素敵でかわいいパズルを渡し
て下さいました。かなりの大作です!! お話をお聞
きすると「息子と一緒に作ったの」 「今度はどん
なパズルを作ろうか考えるが楽しみ」など素敵な
お話を聞かせて下さいました。“りふれ
りふれ”
りふれ ” で飾ら
せていただいています。
もうひとつエピソードを紹介させていただきます。以前“りふれ
りふれ”
りふれ”を
ご利用され、現在は施設にて過ごされているＳさんからご寄付を頂きま
した。
「今までの人生の中で“りふれ
りふれ”
」
りふれ”で過ごした時間が一番楽しかった」
とご家族にお話しされているそうです。入所され一年以上になりますが、
今も継続してご寄付下さることに感謝しています。

研修・研修・

研修・ 研修・

研 修 ・ 研 修 ・ 研 修

訪問介護のサービス提供責任者・ケアマネ
ジャー・通所職員、そしてヘルパーさん
達が続々と研修に参加しています！ 医療
のこと、難病のこと、薬のことや移乗・
口腔ケアなどです。毎日、慌ただしい仕事
の中、研修に参加し、スキルを高めてい
ます。8 月 29 日にはその報告も兼ねて
全体研修会が開催されます！ 「質の高い
ケア」を目指し、実のある研修にしたい
ものです！

安全運転管理者講習会に参加して来ました！
デイサロンりふれの送迎や訪問介護では車を使用
することから、
「安全運転管理者」と「副安全運転管理
者」が置かれています。毎年、講習会に参加し、ご利用

安全
運転

者にも安心して乗車していただけるよう、職員の安全
運転を啓発しています！

悩み・・・車での訪問も駐車場がないのが困り
ごとです！「うちの駐車場どうぞ ～！」なんて
言って下さる瑞穂区の方はいませんか ～？

まだまだ暑い！！
“熱中症に注意！”と騒がれたこの夏・・・ “水分とってますか？” が合言葉
になってしまったような気がします。ご利用者も救急搬送される方
が多かったですね！ おかしいな・・・どうしよう・・・と思われ
たら遠慮せず、すけっとファミリーまでお電話下さいね！！

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
毎月１１日、ジャスコ熱田店にレシートを入れるＢＯＸが

行 事 予 定

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

9 月 29 日(日)
わくわくみずほまつり
10 月 17 日(木) 研修会
10 月 22 日(火) 理事会

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です。
是非、毎月 11 日は ジャスコ熱田店へ
ジャスコ熱田店へ
買い物に行きましょう!

～ 御礼申し上げます ～
ご利用者の皆様より、わくわくみずほまつり
(9 月 29 日)のバザー用品にと、素敵な焼き物の
花器など頂戴いたしました。ありがとうござい
ました。

「命のカプセル
（救急医療情報キット）
」№ 2
７月号のアイデア募集に、
「京都救急医療情報キ
ットを作る会」代表の方よりさっそく情報を頂きま
した。有難うございました。すけっとファミリーで
は現在、
「救急時あんしん情報シート」を必要とさ
れる利用者さんに配布し、緊急医療時、又スタッフ
間の情報共有に役立てられるよう勧めています。

「認定ＮＰＯ法人」 の資格取得のため ご寄付（3,000
ご寄付（3,000 円以上・年間） 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。
年間１
年間１00 人以上の方（３年間で３００人以上）
人以上の方（３年間で３００人以上）からの
の方（３年間で３００人以上）からのご寄付の明細書の添付が必要
からのご寄付の明細書の添付が必要条件
ご寄付の明細書の添付が必要条件
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お一人 3,000 円以上のご寄付を、
お願いできればとおもいます。
（既に賛助会員で寄付をいただいている方からのご寄付は遠慮させていただ
きます。
）
平成２５年度：２０人 (H25.6.25 現在)
現在) 【平成２３年度：６５人、平成２４年度：７２人】
※※平成２５年度に認定を受けるには１４３人以上の方からのご支援が必要です。※※
<振 込 先> ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

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

デ

ＦＡＸ ： 861－6048

し ます 。
の働き方 応援
用しません か？
あなたが主役
空き時間を活

担 当 ： 加 藤・北 嶋

働く時間は調整可能です。

お問合せ先 ８６１－６０４７ 北嶋

「ぎんさん２代目四姉妹のおしゃべり
ぎんさん２代目四姉妹のおしゃべ り」
守 山 区：大 川 孝 次

早いもので、あの「ひゃくさい・ひゃくさい」でお馴染みの双子の姉妹のきんさん、
ぎんさんが亡くなって、もう１２年が経ちます。長寿だったこのお二人の話題もこれで終わ
りかと思いきや、今度はぎんさんの娘、四人姉妹の平均年齢が９０才を超えても、なお病気
ひとつせず、ボケもせず、元気に暮らしていることがこれまた評判になり、ぎんさん２代目
四姉妹として活躍ぶりが人気を博しマスコミを賑わしています。
その元気な源というのが毎日、交わす屈託のない“おしゃべり”ということが話題となり
大学の先生が“おしゃべり”をしている脳波を測定したところ、同じおしゃべりでも他人と
話す時はあまり血流が働かないのに四姉妹同士が“おしゃべり”すると俄然、血流が活発に
働く様子が写し出されていました。やはり屈託なく気楽に“おしゃべり”することがボケ
防止にも認知症予防にも効果のあることがわかってきました。
ここで思い出されるのが傾聴ボランティアが生まれたきっかけです。というのは高齢者
施設などではスタッフが忙し過ぎて利用者さんとの接触が少なくなっていることです。それ
をカバーするために傾聴ボランティアが生まれたと聞いております。ところがデイサロン
りふれではスタッフの人たちは、しょっちゅう利用者さんに話しかけ、時にはどっと笑い
声が聞こえたりすることさえもあります。
そんな利用者さんに対する“思いやり”が皆さんを元気にさせているのかも知れません。
ぎんさんの 2 代目四姉妹の様にいつまでも笑い声の絶えないデイサロンりふれであって
ほしいと思います。
。
※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 わくわくみずほまつり」
９月２９日（日） AM10 時～PM15 時
瑞穂区在宅サービスセンター＆汐路コミセンにて
今年もわくわくみずほまつりを開催します！
このお祭りは、瑞穂区のボランティアグループ・NPO
法人の活動 PR と連携、在宅サービスセンターの PR
を目的に毎年 30 団体以上、40 以上の企画・ブース
が出展します。ステージの出し物、餅つき、フリー
マーケット、焼きそば、焼き鳥、かき氷など老若男女
問わず多くの方に楽しんでいただけますので、
ぜひお越しください！！

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。

