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イキシアの花言葉・・・団結

地域の支え合いの第一歩

小学生向け認知症講座

２７年度からはこのモデル事業を引き
継ぎ、それぞれの拠点で、
【子ども向け認知
症講座】の普及に努めたいと思っています。

すけっとファミリーが参画するネットワークグル
ープ「ＮＰＯ法人あいち福祉ネット」は 26 年度
モリコロ基金の助成を受け、【認知症を支える地域
づくりは、子どもから！】をコンセプトに福祉ＮＰ
Ｏの現場力を活かした、認知症教育活動の開発と

今後増え続ける認知症高齢者が安心して
住み慣れた地域で暮らせるよう子どもから
親へそして地域へと広がり、地域で支え合う
ことが出来るようになればと願っています。

普及を開始しました。
小学生を対象にした認知症高齢者の教育プログラ
ムを 8 月までに作成、9 月から各地域で実践を始め
・
ました。
「どうしたら認知症にならないですか？」
「いつになったら認知症の薬が出来ますか？」等々
沢山の質問が出ました。45 分の授業枠で紙芝居・
認知症についての説明・質問コーナーとあっという
間に時間が過ぎていきました。紙芝居で演じる各団
体の理事長も乗りにのって役にはまり込んでいま
す。同時に子ども達に認知症についてわかりやすく
説明する事の難しさも体験しました。実施時には
社会福祉協議会関係者にも見学していただき、
今後活動を普及していくうえでの助言をいただき
ました。

紙芝居の絵を担当したのはすけっとファミリーの
スタッフ 高木房枝さんです。すけっと茶論での絵
手紙講師もしています。
心温まる絵はとても人気があります。

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

夏が終り、秋がやってきました!!!!!
りふれでは今までにはなかった企画を実現させました!!
☆ りふれの買い物ツアー
高齢者の方々にとって外出は容易なものではありません。りふれのご利用者様からも「最近
はなかなか出かけられない」
「一人で出かけると危ないからね」などのお話を時々聞きます。
「自分の目で見て久しぶりに買い物したい!!」そんな利用者様の声にお応えをして、
「100 円
ショップへの買い物ツアー」を企画しました!!
買い物かごを一人一人お持ちになっていざ買い物スタート!!
本当に久しぶりに買い物に出かけられた方もいらっしゃって買い物をされている姿はとても
生き生きとされていました。
買い物ツアーが終わると「また是非行こうね」とスタッフに声をかけて下さる利用者様も・・・。
また皆さんに楽しんで頂けるような企画を考えたいと思います!!

☆ みずほフェスタ作品製作中
今年も「みずほ介護フェスタ」が 11 月８日
～12 日まで瑞穂区役所で開催されます。
我がデイサロンりふれ
デイサロンりふれでも、今年も出品に向け
デイサロンりふれ
て作品を製作中です!!
利用者様が「これはこうやった方がきれい
だよ」とアドバイスをして下さり順調に出来
上がっています。
このような作品を製作しているといつも
利用者様の智恵の多さに驚かされます!!
りふれの渾身の作品を是非お楽しみに、瑞穂区
りふれ
役所へ足を運んでいただければと思います!!

わくわくみずほまつりに参加しました！
“わくわくみずほまつり”は、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”の主催で運営は約 20 団体からなる“わくわくみずほまつり実行委員会”が、毎年
１回行なっています。今年もすけっとファミリーではご利用者の皆様よりいただきま
した品々でフリーマーケットと模擬店として
フランクフルトの販売を行い、みずほたす
け愛ネットの模擬店のお手伝いも行いま
した。
法人からは理事長を筆頭に総勢 21 名
がお揃いのピンクのすけっと T シャツを
着て、ボランティアとして参加、汗を流し
ました(^^♪ ご利用者の皆様をはじめ多く
の方々からフリーマーケット用にと沢山の
品々をご提供いただきまして、
本当にありが
とうございました。

す け っ と フ ァミ リ ー スタ ッ フ研修報告
６月から始まった今年度のスタッフ研修、第１回目の「緊急時対応」は法人全体で行い
ましたが、第２回目以降は各事業所単位で現場の課題にすぐに対応するための内容で行っ
ています。訪問では７月に「精神障がいの方への対応について」
、９月に「調理実習」を
行い、ヘルパーさんからのリクエストの多い内容を優先的に開催、このほかに身体介護
スキルアップ研修をサービス提供責任者が
講師となり法人内の研修室で適宜開催してい
ます。デイではレクリエーション研修を２ヵ月
続けて開催し、レクリエーションのスキルアッ
プをはかっています。知識・技を習得すること
でよりよいケアができるようにとスタッフ
一同、励んでいます！ 応援よろしくおねが
いします！！
次回は 11 月に「接遇について」の研修を
開催します。

「ぞうさんちパオパオ出張講座」
参加者募集！＆告知のお願い
今年１２月まで託児グループぞうさんと共催で三世代交流会「ぞうさんちパオパオ出
張講座」を開催しています！１時間の中で前半は簡単なおもちゃ作り、後半はデイのお
年寄りの方と紙芝居、簡単な体操を行います。気分転換にぜひ活用ください。お近くの
方にも広めてくださいね。
今後のスケジュール
第７弾：１１月１７日（月）１０時半～１１時半
第８弾：１２月２２日（月）１０時半～１１時半

予 定 表
11 月 11 日(火)・12(水) 14:00～15:00
みずほ介護フェスタ 14 見学
11 月 14 日(金) 17:30～19:30
全体スタッフ研修会 (接 遇)
11 月 18 日(火) 18:00～19:30 管理者会議
11 月 30 日(日) 11:30～13:30
親 睦 会 (かにや)
12 月 9 日(火) 18:00～19:30 理 事 会
12 月 12 日(金) 17:30～19:30
通所スタッフ研修会 (接 遇)
12 月 16 日(火) 18:00～19:30 管理者会議

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
買い物に行きましょう !

みなさまからのご寄付、本当にありがとうございます！
頂いたご寄付は以下の用途に使用し、“地域の高齢者・障害者・社会参加を目指す女性やその
家族のさらなる支援の充実”を目指して活動しています。
・スタッフ研修の実施
・緊急時あんしんキットの作成＆配布
・地域交流サロン（絵手紙教室）
・三世代交流事業（子育て支援）
「ぞうさんちパオパオ出張講座」など
※ それぞれの活動の詳細はスタッフブログで報告しておりますので、ぜひご覧ください！

あと３５名の新規（まだ寄付をされていない）の方からのご寄付が必要です！
「認定 NPO 法人」になるとその法人に寄付をした方が寄付控除を受けることができるように
なります。その「認定 NPO 法人」を来年度申請するためには、来年の３月までにあと、３５名の
新規（まだ寄付をされていない）の方からのご寄付が必要ですので、ご支援、どうぞよろしく
おねがいいたします。
<振 込 先> ゆうちょ銀行 口座記号・番号 00890 - 6 - 129893
口 座 名 義 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

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！

デ
あなたが主役の働き方 応援します。
空き時間を活用しませんか？

働く時間は調整可能です。
お問合せ先 訪 問 ヘ ル パ ー ８６１－６０４７ 林
デイサービス職員 ８３３－２８８９ 松本

『皆と一緒に唄える幸せ』
守 山 区：大 川 孝 次
高齢者問題でいろいろ話題を提供してくれるＮＨＫの２チャンネルの番組「団塊スタイル」を
いつも楽しみに見ています。ところで先日、
「わが旅に終わりなし」という番組を見て、とても
感動したお話です。
年配の方なら若き日の懐かしい思い出として覚えている方は大勢いると思いますが“ザ・スパ
イダース”という当時一世を風靡したグループサウンドのリードギターとして活躍した井上孝之
という人の人生物語です。そのザスパイダースも時代の趨勢で解散やむなきに至りましたが、
彼は破たんすることもなく今度は時代の寵児、澤田研二とコンビを組むなどして、これまた相変
わらず大活躍を続けていました。その後、紆余曲折はあったものの才能がありましたから、どこ
でも演奏に、作曲に、と華やかな人生を送っていました。ところが４８歳になった時、華やかな
人生が逆に音楽に縛られていく自分の人生に疑問を感じ、今までの人生を問い直すべき一切を
捨て、全くの一人になって小樽の友人である病院長のところに転がり込んだわけです。そして
そこの高齢者施設で働くことになりました。ところが今まで音楽しか知らない彼は全く役に立た
ず介護の仕事に打ちのめされてしまいました。その様子を見かねた院長が童謡や唱歌の本を渡し
演奏をすることを勧めたのです。今まで一度も接したことのなかった童謡や唱歌でしたが初めて
演奏したところ、これまた高齢者に大好評を受けました。その噂が地元でも評判になり、あち
こちに依頼が殺到したのです。今まで高齢者には馴染みのない音楽しか演奏してこなかった彼が
初めて明治・大正の時代から伝えられてきた高名な音楽家の作詞・作曲した“童謡や唱歌”の
素晴らしさに感動したのです。以後、彼は何万人という大観衆を前にした大ステージに立つこと
はなく、こじんまりとした会場で少人数のライブで、しんみりと人生の演奏を楽しんでいる
というのです。華やかな生き方だけが幸せではないということかも知れません。
私も“りふれ
りふれ”で皆さんと一緒に童謡や唱歌が唄える一時を幸せに感じます。
りふれ
※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２８日（日曜日）爽やかな晴天のもと“わくわくみずほまつり”
“わくわくみずほまつり”がみずほたすけ愛ネッ
“わくわくみずほまつり”
ト（代表：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 36 団体から 43
のブースの出展、展示（ステージ発表含む）があり、総勢約 500 名の方々が来場され大変盛
り上がりました。名古屋大谷高校から昨年の倍近くとなる約 30 名の学生がボランティアとし
て当日の運営に係わり、名古屋市立大学からも 10 数名の学生が参加し、より活気に満ちあふ
れていました。この“わくわくみずほまつり”
“わくわくみずほまつり”
は、楽しみながら、
”地域の方々が地域の活動
を知る“地域の方々のつながりを深める”を
ねらいとして開催していますが、今年は新
企画としてお祭り後に参加団体の交流会
（反省会）を開催、より繋がりが深められた
のではないかと思います。
来年も開催できるようにつとめていきたい
とおもいます ！ どうぞよろしくおねがい
します！！

介護保険外のサービス（在宅サービス）で
私たち こんなお手伝いもできますヨ！
庭のそうじ、草取り、犬の散歩
利用者さん以外の調理や洗濯
時間もかかる、力も要る内容 ・ ・ ・
例えば、大掃除。大変ですよね！
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！
「こんなことお願いできるかしら？」
と悩む前にご遠慮なく
ホームページをご覧ください
すけっとファミリー

検 索

お問い合わせ下さいね。

