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イキシアの花言葉・・・団結
年度を跨ぎ 3 月から事前に配布した事業所
毎のアンケートを基に職員の面談を実施して
います。4 月中には終わる予定で 5 月からは
登録ヘルパーさんの面談に取り掛かる予定で
す。訪問介護・居宅介護事業所は主に業務の
効率化のためのスケジュール作成・報・連・
相の工夫そして登録ヘルパーさんとのコミュ
ニケーションづくりについて、通所は報・連・
相の工夫、連携のためのコミュニケーション
づくり，レクリエーションの充実についての
アンケートです。アンケートから仕事に対す
る様々な思い・課題・またすけっとファミ
リーに対する期待、要望など出てきました。
さらにはおめでたい話を聴く事ができ大いに
盛り上がった面談もありました。アンケート
に出てきた貴重な意見を一つずつ工夫し解決
できるよう力を合わせていきたいと思って
います。この過程が結果的にはコミュニケー
ションの向上につながると思っています。
さらに定期的に面談をすることにより働く環
境の改善につながることを期待しています。

春もたけなわ あちこちで花の便りが聞かれ
ます。すけっとファミリーの玄関先にもチュー
リップ・パンジーが咲き誇っています。
庭仕事の苦手な私はいつも季節の花を見るたび
に、手入れをして下さる職員の草花に対する
細やかな優しい心に頭が下がります。それと
ともに手入れをすることの大切さ、育てること
の難しさが植物だけではなくすべての事につな
がっていると教えていただいている気がして
なりません。
平成 26 年度は 27 年度の介護保険改定に向け
ての大事な一年と自覚しています。すけっと
ファミリーは全力を挙げ体制の手入れをし、
へルパーを
育て、すけ
っとファミ
リーの質の
向上を目指
します。
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

３月のスペシャルイベントは食事バイキングを行いました!!
そして桜が満開になった３
そして桜が満開になった３月末から４
月末から４月初めにかけて
りふれではお花見ドライブを行いました!!

☆ ３月のスペシャルイベント ☆
2 月に続いて 3 月も「りふれスペシャルイベント」
「りふれスペシャルイベント」を実施しました。3
月のスペシャル
「りふれスペシャルイベント」
イベントではランチバイキングを行いました。バイキングの食事はすべてりふれ自慢の
調理スタッフの手作り ☆おにぎり・天巻き寿司・シュウマイ・サラダ・グラタン など
たくさんの料理がテーブルに並びました。テーブルいっぱいの料理を目の前に皆さんは
「おいしそう」
「早く食べたいねぇ」などとお話しされていました。
バイキング形式ということでスタッフと共にテーブルに並んだ料理を取りに行って頂き
「これも食べたい!!」
「これは何??」みなさん
ました。
「おにぎりはどれにしようかな？」
楽しそうに料理を選んでくださっていました。
いつもは食の細い利用者様もいつもとは違う食事の雰囲気に箸が進む様子でたくさん
召し上がってくださいました。

皆さんおいしそうに召し上がっていました!!

☆ お花見ドライブ ☆
今年も桜の季節がやってきました。りふれ
では弥富公園～山崎川をめぐるお花見ドライ
ブを行いました!!
弥富公園では車から降りて皆さんと一緒に
桜の下で記念撮影を。弥富公園を出発すると
桜のトンネルを通って山崎川へ。「今年はお
花見できないと思ってた」とお話しされる方も
いらっしゃって今年も皆さんとお花見ができ
て幸せでした。

新年度の研修が始まります！！
今年度も、充実した研修となるよう、日程・内容ともに検討を重ねてまいりました。
６月１３日を皮切りにスタートします！また、随時、スタッフさんの介護技術の研修が
できるよう念願の電動ベッドが準備できました。ＮＰＯ法人たすけあい名古屋様より
ご寄附をいただきました。スキルアップのためにどんどん活用していきたいと思いま
す。ありがとうございました！！

「地域に根ざした生活支援を考えるフォーラム」

どうするナゴヤの高齢者の生活支援サービス
４月２６日（土）名古屋市高年大学 鯱城ホールにて、来年度の介護保険の動向や
“地域に根ざした生活支援”について、
さわやか財団の堀田 力氏、厚労省の
朝川氏の話を伺いました。要は、人と
人のつながりを大切にし、高齢者のみ
ではなく、子どもも障がい者も含め、
地域社会での助け合いを実現して行こ
う！というもの。既にシルバーパワー
を発揮・実践している地域団体の事例
やＮＰＯ団体・生活協同組合の活動に
会場からは拍手が！！それぞれの活動
がたすけあいの輪となり、点と点では
なく面になって、まさに“ゆりかごから墓場まで”安心して暮らせる地域社会に
しよう！と熱い討論がされました！

子育て支援企画 第１弾！
すけっとファミリーには小さなお子さんがいながらお仕事頑張っている方がいらっ
しゃいます。また、保育園や幼稚園前のお子さんを抱え、時期が来ればお仕事したい！
という方もいらっしゃることでしょう。小さな子どもがいても社会に出て、お仕事が
し易い環境があると良いですね！ まずは、親子一緒に、交流の機会をつくります！
託児グループ「ぞうさん」のご協力を得て、親子
交流や高齢者との交流、絵本の読み聞かせや工作
などを企画！興味のある方、是非ご参加下さい！
日時：５月２６日（月）１０時半～１２時
場所：すけっとファミリー２階研修室

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン

予 定 表
5 月 16 日 (金)18:00～
)18:00～19:30 理事会
5 月 20 日 (火)18:00～
)18:00～19:00
管理者会議
5 月 27 日 (火)18:00～
)18:00～19:30
H26 年度通常総会
年度通常総会
6 月 13 日 (金)18:00
)18:00～19:30
H 26 年度第１回スタッフ研修会
6 月 17 日 (火)18:00～
)18:00～19:30
管理者会議

毎月１１日、ジャスコ熱田店にレシートを入れる
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!

ご寄付を下さった方々の負担軽減のため、「認定 NPO 法人」の資格取得を目指しています。
「お一人さま、年１回、3,000
「お一人さま、年１回、3,000 円以上のご寄付」よろしくお願いします。
「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が、
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。
認定 NPO 法人になるためには、毎年 100 人以上×3,000 円以上（合計 30 万円以上）の継続し
た寄付受領の実績が必要になっています。毎年 70 名前後の方々から、継続したご寄付をいただい
ております。さらに新規で 30 名以上の方がすけっとファミリーの非営利活動に賛同していただい
て、ご協力をいただければと思っています。
昨年度は頂いたご寄付で、
“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が
さらに充実”を目指し、スタッフ研修（全６回）の実施【スタッフのスキルアップによるケアの
充実】、緊急時あんしんキットの作成＆配置、地域交流サロン（絵手紙教室）の開催などを行い
ました。
今年度も更なる充実を目指してがんばっていきますので、
みなさまからのご支援、どうぞよろしくおねがい申し上げます。
<振 込 先> ゆうちょ銀行

口座記号・番号
口 座 名 義

00890 - 6 - 129893
特定非営利活動法人すけっとファミリー

この制度の詳細やご不明な点などお気軽に問い合わせください。
ＴＥＬ： 861－6047
ＦＡＸ ： 861－6048
担 当 ： 北 村

デ
援します。 働く時間は調整可能です。
応
方
き
働
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し ませ
空き時間を活用

お問合せ先 ８６１－６０４７ 北嶋

『これからの老後の暮らし方』
『これからの老後の暮らし方 』
守 山 区：大 川 孝 次
先日のことです。すけっとファミリーの理事長さんから「今度、みずほたすけ愛ネットと言う団体の
主催で『これからの老後の暮らし方』と言うフォーラムを計画しているのですが、そのイベントに体験者
として話をしてもらえないか」ということで頼まれました。私も高齢の立場でもあり何かお役に立つこと
であればと言うことでお引き受けしたわけです。会場は以前、傾聴ボランティ講座でお邪魔した瑞穂区
在宅サービスセンターと言うところです。せっかく頼まれたからには少しはためになる話としようと
思ってあんな話もとか、こんな話もといろいろ思いめぐらしていたのですが当日になってイザお話を
させてもらう段になると思っていたことの半分も話すことができませんでした。
然しそんな状況の中でも“すけっとファミリー”のボランティアを長い間、続けてこられたのは、
こちらがボランティアをやっていると言う意識ではなく逆に皆さんにやさしくし受け入れてくれるからと
言う事を言いたかったのです。
“デイサロンりふれの利用者の皆様はいつも生き生きと元気です。長い間、
お伺いしていると今ではすっかり顔なじみになり皆さんは、にこやかに迎えてくれます。そのいきいき
元気な秘密はどこにあるのでしょうか？ その秘密は？ それはスタッフの皆さんが優しく思いやりを
もって接してくれるからではないかと思っています。フランスの学者でイブ・ジュネストさんが提唱する
「ユマニチュード」と言う療法が介護医療者の間で話題になっています。この療法の根本原理は「あなた
を人として尊重していますよ」と言う人間尊重の哲学と言われています。
よしんばこの原理を知らなくてもりふれのスタッフは自然の内にこの哲学を学んでいたのかも知れ
ません。だから利用者の皆さんが生き生き元気だと思っています。
そんな話をしたつもりでしたが果たして伝わったかどうか？ 高齢者を生き生き、元気にさせる秘訣は
“優しさ”が元気することだと今回のフォーラムでは少しでも伝われば幸せと思います。感謝。
※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
２０１４みずほたすけ愛ネットフォーラムご報告
すけっとファミリーが幹事団体を務める、
みずほたす
け愛ネットは“お互い様の輪を拡げて誰もが安心して
生活できる瑞穂区”を目指して活動をしています。
３月２９日みずほたすけ愛ネット主催のフォーラム
は“老後の暮らし方”を考えるフォーラムでした。
老後の生活に必要なこと。お金の話と生きがい、日々の
楽しみの紹介でした。人生に必要なのは、お金も大事
だけど、自分が必要とされている実感、社会との関わり
の継続。今日は用がある、今日、行くところがある、
“きょうよう”と“きょういく”はとても重要という
ことを改めて思ったフォーラムでした(^O^)

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・・・
最近では入所された方のご自宅の
後片付けなどのご依頼もありますよ！
「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。

