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社会福祉法人 近江ちいろば会

創立記念式典

館長と10年勤続者が祝福されています

平成23年９月１日、法人の理事、監事様をはじめ多くの職員
が集まり、盛大に法人の“創立記念式典”を行いました。
式典では、法人創設者の後宮理事より“創業のこころ”をご講
話頂き、あわせて永年勤続表彰を行いました。
そして、中堅職員による演目として、
今後の法人を盛上げていく意気込み
をチアリーディングで表現し、長
年の経験を活かしたチームワー
クを披露しました。
今後も職員一丸となって、
より良いサービスが提供でき
るよう邁進していきたいと思い
ます。

美しく
リニューア
ル

ケアハウス ピスガこうせい

外壁塗装及び防水加工工事

湖南市の方々に多くの支援を頂き、今日に至ります。11月より利用者
様・入居者様が気持ちよく過ごせる空間にするため、外壁塗装及び防水加工
工事が始まりました。青空の下、創業当時のように白色の建物が映えていま
す。ぜひ、きれいになった「ピスガ
こうせい」をご覧ください。より長
工事開始 平成23年11月 1 日
工事完了 平成23年12月15日
く入居者様や地域の方々にサービス
建築設計 丸山建築事務所様
を提供させて頂けるよう、職員一
工事請負 奥田工務店様
同、がんばって参ります。

近江ちいろば会
ピスガこうせい 〒520-3242

明けまして

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

滋賀県湖南市菩提寺327-4

昇竜興年

祈・復 興

おめでとうございます。

新しい年を、皆様お元気にお迎えのことと存じます。
昨年の年末、法人内研修で「マザーテレサと生きる」というDVDを鑑賞しました。「おこないにどれだけ
愛を込められるか。人間にとって最も不幸なことは、誰からも必要とされていないこと」という言葉が印象
館長
的でした。人と人の絆が求められている時代、職員にとって良い学びとなりました。
森 口 茂
当法人には、「人にしてもらいたいと思うことを 人にもしなさい」という素晴らしい基本理念がありま
す。単に相手の立場に立つということでなく、相手を自分自身として捉え接していきたいものです。
少子高齢化の時代を乗り切るために、どのようなビジョンを描くのか、社会保障・税一体改革において議論されていま
すが、住みやすい日本、高齢者が安心して住める日本、若い人が希望を持てる日本であってほしいと祈るばかりです。
さて、近江ちいろば会では、在宅支援を強化するべく、新しい事業展開を進めております。

２０１２年

移送サービス
小規模多機能型居宅介護事業所
甲賀市水口町本丸にて

ちいろば移送サービス
ぼだいじ みんなの家
みなくち みんなの家

おかげさまで、小規模多機能事業所は、ほぼ定員一杯の状態になっています。多機能が評価された結果と思います。
甲賀市水口町の施設は、４月の開設を目指して、建屋の改修工事が進むと同時に、職員採用を進めているところです。
街の中の住まい、普通の生活の維持ができる環境ですので、今まで以上の施設になりうると確信しています。
ご期待ください。

平成24年4月1日 みなくち みんなの家 OPEN
この度、湖南市の隣町である甲賀市水口町で「みなくち みんなの家」を開設いたします。
旧東海道沿いで昔から産院として地域の方に親しまれてきた建物を新たに高齢者の方の
ための複合施設（グループホーム、デイサービスセンター、ケアプランセンター）として、
改修いたします。

2012年、採用内定者６名の方にお越し頂きました。

ケアハウスのロビーが美しく楽しく飾られています

寄付金・後援会費 感謝報告

2011年8月7日〜2011年12月5日現在

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
〔順不同・敬称略〕
お礼とさせて頂きます。
荒木 千博
影山 尚子
杉江 スワ
とみおか内科クリニック
堀江 義隆

眞柄
増井
守岡
辻
安野

正子
武彦
英子
康
喜仁・優美

山田
脇畑
扇田

耕太
賢男
幹夫・紀子

事業内容
後援会費
振込口座
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内定式を開催しました
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取り扱い金融機関 郵便局
口座番号 0960-0-109363
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

新 智幸

中村香奈子施設長 土岐 聖仁

介護福祉士
看護師
社会福祉士
デイサービス担当 主任ケアマネージャー グループホーム担当

グループホーム
デイサービスセンター

２ユニット 定員18名
定員10名

ケアプランセンター

理念：笑顔のある当たり前の暮らし

住所 甲賀市水口町本丸2-54

住み慣れた地域で、家庭的なゆっくりとした時間の中で、お一人おひとりの「個性」や「想い」「やりたいこと」何よ
りもご利用者様の「声」を大切にしていきます。みんなの家に集まる人が笑顔いっぱいで充実した時間を過ごしていただ
けるように真心をこめたサービスの提供をいたします。
また、認知症になっても人としての尊厳や権利を損なわず、以前と変わらないその人らしい生活を送っていただける
「みんなの家」を目指します。ご期待ください！！

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。
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ぼだいじ居宅介護支援センター
深く地域に根差して、地域の皆様との関わりを密にもたせていただ
いている法人ならではの強みを活かし、介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）５名の体制で、介護を必要になられた方が、自分らしい自立した生活が送れるように、きめ細やかなケアマネー
ジメントを提案いたします。
介護支援専門員に適切な指導・助言をできる立場にある主任ケアマ
ネージャーもおります。それぞれの経験や知識を活かし、協力し合
い、様々な状況に敏速・丁寧に対応できるようにしています。
認知症理解の啓発や地域の高齢者支援のネットワーク作りにも取り
組んでいます。

ぼだいじ居宅介護支援センターの特色

サービス
内容

・介護保険申請代行サービス
・ケアプラン（居宅サービス計画）の作成
・委託による要介護認定の訪問調査
・介護支援サービスを見守るモニタリング
・サービス提供事業所との関係調整
・介護保険制度に基づく給付管理
・介護に関する相談業務

ぼだいじ居宅介護支援センター
申請（市町村の介護保険担当窓口に申請）

生きがいデイサービス

市の委託を受けて岩根と菩提寺のまちづくりセンターを
使って社会参加と交流、高齢者の居場所作りを目的に、毎週
実施しています。（送迎車があります）
10時〜14時まで。介護予防の視点をもった職員が担当し、
毎回体操も取り入れて、楽しい時間を提供しています。

アセスメント（要介護者の課題を把握し分析をする）
ケアプラン原案の作成

〜温かいものを温かいままに〜
１年365日 昼・夕毎日お食事のお届けが出来ます。配
達スタッフの安心見守りの声かけをしています。介護の必
要な方にも、粥･軟飯・キザミ・ペーストなどの食事形態
のご相談にも対応可能です。
＜秋の外出・・・長寿寺 にて＞

サービス担当者会議の開催

訪問調査

主治医意見書
介護認定審査会

要支援・要介護認定

非該当

要支援１・２

喫茶ひまわり

要介護１〜５

要介護者の同意を得てケアプラン確定
事業所にサービス提供を依頼し、
サービス開始
定期的にモニタリング
（状況の把握）の実施
要介護認定更新
などの援助

ケアハウス ピスガこうせい

毎月地域のボランティアの方に手作りのお菓子を
作っていただき、食堂で喫茶店を開いています。入
居者様にも受付やお運びのお手伝いをしていただい
ています。
喫茶では、演奏を聴いたり、ビデオを見たりし
て、ゆっくりと過ごしています。10月はハロウィン
ということで受付でおまけのお菓子も配らせていた
だきました♪
ケアハウス入居者様だけでなく、法人のデイサー
ビスやグループホームの方々も喫茶に来て下さって
交流しています。

んクラブ
るんる

配食サービス

ケアマネージャーの仕事（在宅介護の場合）
要介護の認定を受けられた方からケアプラン作成を依頼される

ご利用者

ぼだいじ

高齢者支援センターぼだいじ は、湖南市役所より委託を受け、甲西北中学校区の65才以上の高齢者の身近で
安心できる相談窓口として、地域への訪問活動を行っています。
市役所との連携はもちろん、民生委員さんや地域で実施されているサロンのボランティアさんとのつながりをもちな
がら、高齢者の生活の困りごとや介護者の相談に応じています。
高齢者の出かける場所探しや、介護予防の情報提供、安心の見守りや食事の心配、外出、介護保険の申請手続き、住
宅改修の相談などさまざまな相談ごとに対応しています。

介護が必要になっても住み慣れた 地域で、
自分らしく・・、安心して・・、生活できる
ようお手伝いいたします。

介護が必要になったけど、介護保険の仕組みがわからない。
どこに相談していいのわからない。
そんな方は、まずお気軽にお電話下さい。 TEL. 0748−74−3993
申請代行サービスの流れ

高齢者支援センター

給付管理票を作成し、
国保連に提出

居酒屋はなの彩
毎月、入居者様とお好み焼きを作り、ロビーで
居酒屋を開店しています。
カラオケをしたり、お酒を飲みながら語り合っ
たり、皆さん、自由に楽しまれております。
閉店時間が過ぎても入居者様同士お話されてい
ることも多く、入居者様の憩いの場となっており
ます。

バス旅行
今年はバス旅行で大阪の海遊館に行って来ました。
今回はケアハウス、るんるんクラブ、近江ちいろば会の近くの
三上台、近江台にお住まいの方々合わせて44名で行きました。
参加された皆様の感想を一部紹介いたします。
ケアハウスの皆様と御一緒できるのが嬉しくて、ただ皆様について
行けるかどうかと不安も入り交じっておりました。
バスの中のゲーム、職員さんの心遣いでわあわあと和気藹々で海遊
館に到着しました。
昼食のお造りコース、美味しかったで
す。船を見ながら「今日は良かった。あり
がとう」とお礼をしました。食事は1人前
以上でしたね。その日は海遊館が満員で子
供さんから大人まで水中
の人と動物の妙技、吸い
寄せられたように見てい
ました。
船からの景色は、雄大
で気持ちがよかった。
全体的に 面白い旅で
した。また機会があれば
誘ってください。

