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社会福祉法人 近江ちいろば会

小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所 ぼだいじ
みんなの家 起工式

ぼだいじ みんなの家
6月スタートにむけての準備もいよいよ大詰めです！
！

みんなの家十ヵ条
①地域にお住まいの方に24時間の安心を届けられることを目指します
②住み慣れた地域で少しでも長く暮らしていけるように支援します
③穏やかに安心してお過ごしいただける場所を提供します
④メリハリのある時間を提供します
⑤ご利用者様がこれまで培ってこられた経験を活かしていただける場
を提供します
⑥ご利用者様の尊厳が守られ個性が受け入れられ、人生の先輩とし
て尊重される場所を作ります
⑦職員は常に笑顔で明るい態度で接します
⑧職員はやりがいを持ち、
前向きで常にいきいきとします
⑨どなたでも、
気軽にお越しいただける雰囲気を作ります
⑩地域の声を聴き、
地域と共に成長していきます

３つのデイサービスで約５０名程度の方々が、毎日デイサービスをご利
用いただいていますが、日頃寄せられるお声の中に
「馴染みのデイサー
ビスに泊れたらいいのに・・・」「家族の急な用事の時でも、受け入れ
てもらえる場所があったらいいのに」とありました。そのような声に応える
ために、通所・泊り・訪問の３つの機能を備えた「ぼだいじみんなの家」
を開設いたします。ご期待ください。
起 工 式 ２０１１年１月１１日
オープンハウス ５月２３日（月）〜２９日（日）
開 設 日 ６月１日（水）
建 築 設 計 近建設計株式会社様
工 事 請 負 辻寅建設株式会社様
起工式は雪の降る寒い日でしたが、多くの方の祈りの内に終えること
ができました。
奈良牧師（理事長）より、地域の人々と共に歩む施設であれとの御言
葉をいただきました。
「人間の心は自分の道を計画する。
主が一歩一歩を供えてくださる」 箴言１６章９節
「人の一歩一歩を定めるのは主である。
人は自分の道について何を理解していようか」 箴言２０章２４節

私たちスタッフは、地域にお住まいの方々が、住み慣れた家で少しでも
長く、
その人らしく、暮らしていけるようにお手伝いをさせてもらいます。
さすが「ぼだいじみんなの家」は「大きな懐で、迅速に対応してくれる
ところだ」と皆様に言っていただけるように、
まずはスタッフが一丸とな
り、皆様との日々のお出会いを第一に考えるケアを実践していきます。

「 ピスガ ホ ー ル ギ ャ ラ リ ー 」
2月

南出治義氏
デザイン画展

3月

花井千代野氏
（ケアハウス入居者様）

刺し子展

4月

川田登美子氏ら
ポピーの方々
友禅染展

新

人

紹

介

学卒２名とケアマネ−ジャー３名が入職
しました。新しい時代を築いてくれることを
期待しています。

第

28号
2011年 5月

社会福祉法人

近江ちいろば会
ピスガこうせい

〒520-3242

滋賀県湖南市菩提寺327-4

２０１０年度の成果

館長 森 口

TEL.0748-74-3900
（代表）
FAX.0748-74-3910
http://chiiroba.jp/

茂

「環境の変化に適応する」NO でなく CAN で実行 をスローガンに変化
する世の中に合わせて、多様化する顧客に合わせてケアサービスを柔軟に対応し
ていくことに努めました。
多くの皆さまにご支援を賜り誠にありがとうございました。
①介護保険事業所のご利用が全般的に増えました。
介護報酬収入 １０９％
②新規事業に進出
ヘルパーによる通院送迎が可能な“ 移送サービス ”を３月に開始
“小規模多機能型居宅介護事業所 ぼだいじみんなの家 ”の開設準備始まる
（事業開始平成２３年６月）
③甲賀市におけるグループホーム開設指定を受ける （事業開始平成２４年４月）
甲賀市における複合施設展開に足がかりをつくる
④人材育成も計画通り実施しました
法人内研修 ６回、 業務改善活動 ８回、 主任・所長研修 ２日間コース実施
委員会活動 年４回（安全委員会、感染症委員会） 三好春樹氏の講演会
⑤社会貢献活動
パイプオルガンコンサート
３月２６日に安土セミナリヨにおいて鴛淵紹子氏による演奏会を３３０名の
参加で行いました。

②ぼだいじ みんなの家（建築中）

③（病院の建物の改修により
グループホームとします）

２０１１年度の取り組み
本年のスローガンは「 成長への挑戦 」といたしました。顧客満足を更に進めるべく、新規事業への参加、
多様な取り組みの実施で、個人、事業所、法人の成長を図ってまいります。地域との関わりを強化し、地域の中
で暮らせる支えとなりたいと願っています。挑戦する組織文化の醸成と or（どちらか）でなく and（両立できる）
をモットーにすすめてまいります。

２月１５日

業務改善活動成果発表会
寄付金・後援会費 感謝報告

2010年12月29日〜2011年５月２日現在

〔順不同・敬称略〕

後援会へのご加入をお願い申し上げます。
ご協力頂いております方々のご芳名を掲載し、報告とお礼とさせて頂きます。
井上 實
大門 義和・セイ子
大橋 弘
菊堂 むら
草津教会バザー委員会
小林 一枝
坂田 由次
鈴木 一隆

夫
茂

後援会費
振込口座

発行日 2011年5月
発行責任者
理事長 奈 良 譽
館 長 森 口

田辺 明子
田邉 昌信
谷本 めぐみ
西村 マツ子
日本基督教団 城陽教会
日本基督教団 彦根教会
日本基督教団 丸太町教会
日本基督教団 水口教会

日本基督教団 洛西教会
原田 潔
原田 博充
福澤 祥
眞柄 正子
水口教会 水口子どもの教会
三宅 光子
森口 茂

グループホーム
スプリンクラー工事完了
安心してお住まいいただけるように、
補助金を活用してスプリンクラーを設置
いたしました。

事業内容
取り扱い金融機関 郵便局
口座番号 00960-0-109363
社会福祉法人 近江ちいろば会
会費：年額1口 5,000円（何口でも可）

ケアハウス：ピスガこうせい／ぼだいじデイサービスセン
ター ／ ぼだいじホームヘ ルパーステーション／ ぼだいじ
居宅介護支援センター／高齢者支援センターぼだいじ／
グループホームぼだいじ／中央デイサービスしんあい／
小規模多機能型居宅介護ぼだいじ・みんなの家

ＱＣサークルメンバーの能力向上・自己実現、
明るく活力に満ちた生きがいのある職場つくり、
お客様満足の向上および社会貢献をめざすことを
目的とし
て８回に
わたって
取り組ん
できたこ
とを発表
しました。

３月２６日

パイプオルガンコンサート
オルガン奏者 鴛淵 紹子 氏
響き渡る荘厳な音色が、ホールいっぱいの聴衆を
夢の世界に連
れて行ってく
れ ま し た。音
楽 を 通 し て、
心が軽くなり
豊かな気持ち
になりまし
た。
（主催）
デイケアの家おしどり、
社福）近江ちいろば会

基本理念：人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。
私たちはキリスト教の精神に基づいて、高齢者の全生活において、
「隣人愛の奉仕」を実施することを基本理念とします。

