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イキシアの花言葉・・・団結

見直さなくてはいけないこと
ある講演会でびっくりしたことがありま
した。日本国民の１５％しか日本国を愛して
いないという統計があるというのです。しかも
信じられないことですが、毎年日本は最下位を
更新しているそうです。
なぜなのでしょうか？
講師の方曰く、
「日本が戦争に負けて、ＧＨＱが
神話の伝承の禁止・歴史教育の制限をしたこと
による」と。つまり「日本の国の成り立ちそし
て日本の歴史・文化を国民にしっかり伝えられ
ていないことが愛国心が希薄である一番の
原因」と言われていました。
留学あるいは仕事で外国に行った日本人は
自国の歴史・文化についてほとんど知識がない
ことを痛感するそうです。
「国際人になるための
基本はまさに自国の文化・歴史をしっかりと
理解すること」だと言っていました。
「日本国を理解することにより自然に国を愛す
る気持ちが生まれる」とも言っていました。

話変わって、2020 年オリンピック招致は、
「オリンピックを日本へ」という一つの思いに
向かって日本中が大きくうねり出した気が
しました。
そして、オリンピックが日本に決定した瞬間
日本中が感動に心震わせたのではないでしょ
う
うか。無意識のうちにだれもが
“
“我が日本”
、
“すばらしい日本”
と
と思ったのではないでしょう
か
か。これからの 7 年間で日本
に対
対する国民の意識は確実に
変化
変化すると思います。
【日本がんばれ！ 日本がんばれ！】コールが
日本各地で聞こえてくることでしょう。
翻ってすけっとファミリーのみなさーん
すけっとファミリーの概要を知っています
か？
？ 理念を言えますか？
？ 自分の仕事が社会
にとってどんなに価値あるものか充分理解し
ていますか？
この講演を聞いてすけっとファミリーの課題
がまた増えました。
ＮＰＯ法人すけっとファミリー 理事長 加藤純子
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10 月に入っても厳しい残暑が続いていましたね。
しかしようやく夏も終わり空気の冷たい季節がやってきました。
☆作品展に向けて☆
11 月 9 日と 11 月 11 日～14 日まで瑞穂区役所で瑞穂区政 70 周年記念事業の
一環として「介護みずほフェスタ’13」が行われます。
ここで瑞穂区内のデイサービスセンターの利用者様の作品展を行うのですが、我が
デイサロンりふれも作品を出展します !!
写真は作品の作成風景
です !!
何を作成しているか分か
りますか ??
完成作品をここでご紹介
したいのですが…
ぜひ会場に足を運んで
いただきご覧になって
下さい !!
☆ハロウィン週間☆
10 月 31 日はハロウィンですね。外国の行事なので利用者さんにはあまりなじみ
のない行事だと思いますが、りふれでは毎年ハロウィン週間を設けています。
ハロウィンが近付くと玄関や室内の飾りつけしてハロウィン一色になります!!
そしてハロウィンと言えば仮装ですね!!
りふれではいろいろな衣装を用意して
利用者さんにお好きな衣装を選んでいただいて仮装をします。今年もみなさんと仮装
パーティをすることができました!!

すけっとファミリー スタッフ研修会
スタッフ研修会
第 1 回目の全体研修では４８名参加のもと、
「職業倫理と法令遵守」とスタッフの
研修参加報告を行ないました。
日々の業務では、判断に迷うこと
もありますが、初心にかえり
「ぶれない判断基準」を持つよう
意識していきましょう！
そして「自分のことを大切に
してもらっている！」と感じて
いただけるように！！
ヘルパーは柔軟な身体作りも必要！！
日頃からストレッチをしましょう！
研修を受け初心に戻りたい・・・
資格をとってから年月が経っているので参考になるわ！
マニュアルを日々読み返し気をつけたいです！
公共性の高い仕事であることを忘れず信頼されるヘルパーになりたい！
専門職として誇りを持って仕事します！

第 2 回目の研修会では事故発生防止（事故予防と緊急時の対応）の勉強会でした。
この研修ではグループワークを行ないました。各自、ヒヤリハット事例を出し合い
ました。出るわ出るわ・・・！皆で事例検討し、常に危機意識を持ち活動すること
が重要と認識しました。怪我は勿論、茶碗ひとつ欠かすも、その方にとっては大切
な思い入れのある茶碗かも知れませんよね！
ヒヤリハット報告を共有して事故防止につなげましょう！

色々なヒヤリハットが聞けてよかった！
グループ研修で話合いができてよかった！
小さなことでもあいまいにしないでヒヤリハット報告を
していきます！
他のヘルパーさんとの交流ができてよかった！
「リスク予測のない介護をしてほしいですか？」の言葉が
心に残りました。

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

行 事 予 定
11 月

ＢＯＸが置かれます。

7 日(木) 17:30～19:30
第４回スタッフ研修会

11 月 24 日(日) 親 睦 会

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

12 月 12 日(木) 17:30～19:30
第 5 回スタッフ研修会

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!

「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：６2
平成２５年度：６2 人 ( H25.10.
H25.10.20 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１01 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

ＦＡＸ ： 861－6048

デ

担 当 ： 加 藤・北 嶋

働く時間は調整可能です。

援します。
応
方
き
働
の
役
あなたが主
か？
空き時間を活用

し ません

お問合せ先 ８６１－６０４７ 北嶋

『中田喜直』さんって誰 ？
守 山 区：大 川 孝 次

毎週、土曜日の朝、５時４０分からＮＨＫで「あの人に会いたい」という番組をやって
います。今は亡き懐かしい有名人の在りし日の面影を放映する番組ですが登場する人の名前
は番組表に載っていません。だからだれが登場するかその日になってみなければ分かりま
せん。それがまた楽しみでもあるのです。所で前回、
「中田喜直」という人が登場していま
した。全く聞き覚えがありません。ハテどんな人なのだろうと見ている内に、こんな素晴ら
しい人が居たのかと始めて知りました。
大正時代の有名な作曲家ですが、そのお父さんもリフレでよく歌われる「早春賦」を作曲
した中田章さんという人です。東京渋谷区の生まれで「小さい秋見つけた」
「めだかの学校」
「夏の思い出」等など、今日でも小・中学校の音楽の時間に歌い継がれている数々の楽曲を
作曲した日本でも２０世紀を代表する程の有名な作曲家だったのです。
文部省唱歌や童謡といえば大抵、野口雨情、中山晋平、滝廉太郎、山田耕作、北原白秋等
など明治・大正時代の名の通った作曲家・作詞家の名曲ばかりと思っていましたが、実は
この「中田喜直」さんの歌もリフレではよく歌われていたのです。
「夏の思い出」
「雪の降る
町」「めだかの学校」等などはすべてこの人が作曲した歌です。日本の四季を題材にした
曲を沢山作っています。そんな事を思ったら急にこの人が懐かしく思えるようになって
きました。夏の間は「夏の思い出」を歌っていましたが、もう秋です。もうそろそろ「小さ
い秋見つけた」の季節です。その時には「中田喜直」さんを思い浮かべて歌いたいと思って
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
９月２９日（日曜日）爽やかな晴天のもと“
“わくわ
くみずほまつり”がみずほたすけ愛ネット（代表：
くみずほまつり”
加藤純子（当法人理事長）
）の主催で開催されました。
今年は参加 34 団体から 44 のブースの出展、展示（ス
テージ発表含む）があり、総勢約 500 名の方々の来場、
参加で過去最大の盛り上がりになりました。この“わ
“わ
くわくみずほまつり”は、楽しみながら、
”地域の方々
くわくみずほまつり”
が地域の活動を知る“地域の方々のつながりを深める”
をねらいとして、すけっとファミリー
すけっとファミリーの地域交流事業
すけっとファミリー
の一つにもなっています。
当法人からも多くのスタッフ
が参加して、すてきな交流の時間が作れたと思います。
８回目を迎える来年も引き続き開催できるように“
“み
ずほたすけ愛ネット”が旗を掲げ、多くの方々からの
ずほたすけ愛ネット”
子どもたちに大人気の
賛同、
協力を得られるようにつとめていきたいとおもい
瑞穂区マスコットキャラクター
ます！どうぞよろしくおねがいします！！
“みずほっぺ”来場
“みずほっぺ”

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。

