「「「「実地指導検査をををを受受受受けて」」」」
園長 池田 清彦
前回の便りで、
『昨年度に軽費老人ホームの
設備及び運営に関する基準省令が施行され、始
めて迎える年度ですが、都からの指導も特にな
いまますでに４ヶ月が経過いたしました。
』と
お知らせいたしましたが、ついに…

10

平成 年 月１日に東京都の実地指導検
査が行われました。
実地指導検査は、「老人福祉法」や「基準省
令」「指導検査に係わる基準」「その他福祉諸
法に対する実施状況」について個別的に明らか
にし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講
ずることにより、適正な運営及びサービスの質
の確保並びに入居者保護を図ることを目的と
して行われているものです。
これまでも実地指導検査はありましたが、昨
年度の 月に基準省令が施行されたことによ
り「軽費老人ホームに求められる基準が多く、
また複雑多岐にわたってきた」 と言えるでし
ょうか。
とりわけ大きな文章指摘はありませんでし
たが、細々としたところで御指導をいただきま
した。
決して失敗ではありませんが、指導を受ける

21

6

ということは誰しもあまり良い思いはしませ
ん。これまで「ちゃんとやってきた」と思えば
思うほど、プライドが高ければ高いほど指導を
受けることはマイナスなイメージになりがち
です。
しかし、松下幸之助氏が『叱ってくれる人を
持つことは、大きな幸福である。
』とおっしゃ
ったように、指導してくださる人がいるという
ことは大変幸せな事なのだと思います。
知らなければならないこと、実際にやってい
なければならない事が出来ていないのであれ
ば指導を受けるのも当たり前のことでしょう。
今回東京都からご指導いただいた内容を職
員一同周知徹底するとともに、これからのより
良い施設運営のために改善に向け努力してま
いりたいと思います。
また、利用される方たちからのご意見、ご家
族、地域の方からのご意見もわたし達にとって
は改善に向けるための大きな糧であり、幸せで
あると思います。
これからも運営に関して、日々の業務に関し
てご意見がございましたら何なりとお申し出
いただければと思います。
また、第三者委員として外部に相談窓口もご
ざいますのでご活用ください。
今後ともご支援のほどよろしく御願いいた
します。

８

８

17

平成 年 月 日（火） 時 分より
利用者様と保証人、職員にて記念撮影を行い、
階多目的ホールで会食を行いました。
祝い膳では調理員による「焼きたて！鮎の塩焼
き」をお出ししたところ、とても好評で皆さん
召し上がっておりました。
また、アトラクションでは「日々好日」と題
し、サンホームの日常をまとめたスライドショ
ーを上映しました。
職員の手づくりの作品で、今までに無いアト
ラクションでしたが席を立つ人がほとんど無
く、自分の写真が映し出されると恥ずかしそう
に笑っている利用者さんの笑顔が印象的でし
た。

15

11

30

（介護員 伊藤 華恵）

6

21

10

都内観光日帰りりりり旅行

20

平成 年 月６日
利用者様 名、職員 名が参加して葛西臨
海水族園日帰り旅行に行ってきました。あいに
くの雨でしたが高級感あふれるバスで悠々と
出発しました。午前中は車窓から見る都心のビ
ル群、お台場、神宮、国会議事堂、皇居等ガイ
ドさんが楽しく説明してくれ右左と、首を振る
のが大変でしたが大都会を満喫しました。お昼
はホテルシーサイド江戸川で豪華な食事をい
ただきホテル内で写真撮影。そしていざ水族園
へ。中央の大水槽で群泳するマグロに圧倒され
種類４万５千点の海洋生物に驚いたり、感
心したりと有意義な時間を過ごす事が出来た
と思います。もう来年の旅行が待ちどうしいの
は私だけでしょうか。
（介護員 上野 浩志）

530

サマーコンサート
30

平成 年 月 日（土） 時 分より
「地域の皆さんと一緒に福祉の街づくりに努
めます」との理念目標として地域への還元、施
設開放として真夏のひと時を楽しんでいただ
きました。
毎年恒例行事とあって、
「今年はどんな野外
コンサートになるの」
「模擬店は何」等地域の
皆さんのサマーコンサートへの大きな期待に
しっかりこたえることができました。スイング
ジャズ～ボサノバ～中国音楽に加え四川苑の
模擬店。熱い夏はそのまま施設の熱気となり楽
しいひと時を迎え、幕を閉じました。
来年もここで、この時間で、熱い思いを感じ
あおうじゃないか！
（主任介護員 加島 千津子）

21

1

21

9

18

18

11

作品展示会・サークル発表会
10

11

今年の作品展示会は 月 日から 月
日まで約３週間に渡って、サークル室で展示を
行いました。長期間に渡って展示を行ったのは
できるだけ多くの方に見てもらいたい、地域の
人にサンホームの活動を知ってもらいたいと
いう思いからです。期間中は職員の予想をはる
かに超えて 名の方が見学に来てくれました。
見学に来られた方からは、
「感動した」
「上手に
できていて驚いた」といった感想が聞かれまし
た。利用者同士でもこんな才能があるとは知ら
なかったという発見があったようです。

100

さやま園祭（（（（バザー））））
10

平成 年 月 日（日）
例年のバザーですが、今年度はさやま園・ひ
かり苑・サンホーム合同「さやま園祭」として
園庭にて行われました。１番心配していた天候
ですが見事に晴れ！！最高のバザー日和にな
りました。
今回のバザーは屋台を作ったりメニューを
増やしたりと外見も内容も昨年度より力を入
れて行いました。メニューを増やし、ちゃんと
売り切る事ができるかどうか不安はありまし
たが終わってみれば見事にほぼ完売！！
近隣の方々や利用者様の感想を聞いている
と喜んでもらえたようで一安心。ただ、売り上
げを計算してみたところ赤字に・・・
安価での設定・１品１品の量が予定より多く
数量が予定より少ない・その他備品の金額を考
えていなかった。など自分の考えの浅さに反省
いたしました。来年はプラスマイナス０になる
よう金額設定を行いたいと思います。
さておき、バザーを無事終えることができま
したのは、ひとえに皆様のご助力のおかげと感
謝申し上げます。また、協力いただきましたボ
ランティアの皆様に感謝すると共に、心より御
礼申し上げます。ありがとうございました。
（栄養士 大塚 千尋）

21

（介護員 松野 好美）

月２日にはサークル発表会を行いました。
今年は４つのサークル、１つのクラブ、５つの
同好会の発表がありました。昨年発足したミュ
ージックベル同好会は今年初参加です。どの発
表にも力が入っており、１年間の練習の成果が
発揮できたのではないでしょうか。今年は今ま
で以上に利用者主体の発表会になりました。職
員にとっては利用者様の普段とは違う一面を
見ることができました。
私達職員は利用者様の持てる力を発揮でき
る場を提供するとともに、必要なときにはでき
る限りにお手伝いをして盛り上げていきたい
と思っています。今後も講師の方々、サークル
員の協力を得て、活動の継続と活発化を目指し
ていきたいです。

11

サンホームの職員は日々の業務の中で、それ

さんま祭祭祭祭りりりり

おはぎ・おにぎり作り

月の

新米の時期におにぎり作りを利用者様と致し

９月のお彼岸行事の時におはぎを、
今年が２回目の季節行事。

ぞれの業務の中で得たこと、専門性を生かし利
用される方の安全・安心・満足を提供できるよ

に挑戦しました。

個が出来上がりま

和気あいあいの中、皆様の手際がよく

個の合計

ます。これは味付けと“化粧塩”という作業に

おにぎり作りは具を鮭・たらこ・昆布・かつお

人も大きな手で握ったり、海苔を巻いたりと楽

節・梅の５種類にしました。たくさんの種類を
次はいよいよ焼き作業…は次の機会に。

しそうに手伝ってくれました。
す（現場には行けませんでした）
。
（調理員 真藤 肇）

面には十分気をつけました。

両方の企画とも食べ物を扱う事なので衛生

ちなみに当日はかなりの盛況だったようで

なります。ヒレの部分まで丁寧に塩を振り込み

した。大きなおはぎは田舎の母の味がしました。

くらいで各

分

の物でしたが、今回は利用者様と一緒に手作り

今までは冷凍のもので、小さく味気ない感じ

ました。

おはぎはあんこ・きな粉・ごまの３種類にし

ました。

をします。

納品された「さんま」は鮮度を確かめ水洗い

企画です。

おうという企画ですが、季節感が溢れて好きな

さんまを目の前で炭火焼きして食べてもら

をご紹介したいと思います。

ここでは、それぞれの職員の取り組みの一部

う様々な実践に取り組んでいます。

11

30

次に鉄板に並べて軽く塩を振ります。ここの
塩振りはあくまでも軽めです。さんまの余計な
水分を出して、身を引き締めようという作業で
す。

150

食べていただく為、小さめに握りました。男の

分ぐらいしたら今度は本格的に塩を振り

50
ます。

30

大勢の利用者様に参加していただき、交流を
図りながら楽しく作れたことを本当に嬉しく
思います。
今度は雰囲気を変えて野外で行ったらまた
一段と楽しくなるのではないかと思いました。
（調理員 栢下 美津子）

日 京王プラザホテルで

第第第第４４４４回高齢者福祉研究大会
アクティブ福祉ｉｎ東京，，，，０９
にににに参加発表して
年９月

と自信が持てた瞬間で、次の目標を持つことも

出来ました。

これからは地域や世の中にサンホームの皆

様の経験や知恵を発信して参りたいと思いま

すし、私達職員も利用者の皆様が安心して生活

できるようにサンホームの名前の通り温かく、

平成

４回目になる高齢者福祉研究大会が行なわれ

明るい場を一緒に作り上げて行きたいと思い

年より毎月１回実施して

（生活相談員 澤田 順子）

ました。今年は介護主任の加島が発表者、園長

具体的には平成

覚え、サンホームの選択は間違っていなかった

利用者への思いや同じ悩みの質問に連帯感を

ムの職員の質問はサンホームの道のりであり、

たれている施設職員で、特に同じ軽費老人ホー

会場に来られた方達は介護予防に興味を持

めたものです。

そして中山幹様他利用者の皆様の変化をまと

めたきっかけ、経緯、地域への呼びかけと反応、

いる中山幹様による公開講座の事で、講座を始

17

護予防の予防への取り組み』についてでした。

は『職員の発想が生み出した地域を巻き込む介

ーマは『介護予防への取り組み』
、サブテーマ

の支援～潤いのある生活を楽しむ」を掲げ、テ

サンホームの基本目標に掲げた「持てる力へ

２回目の研究発表を致しました。

ます。

30

と私も加わり昨年に続きサンホームとしては

21

月

介護予防講座
口腔ケアの重要性
去る

｢｢｢｢

｣｣｣｣

日介護の日ということで、サン

口腔機能低下をををを予防するためには
１． 噛むための筋肉（咀嚼筋）を鍛える。
２． 舌の動きを良くする。
３． 噛み応えのあるものを取り入れる。
５． 口の中を清潔にする。

ホーム・ひかり苑合同企画の介護予防講座を実

｢｢｢｢

日が介護の日となった理由は いい

｣｣｣｣
の予防

口腔清掃のののの効果

日です。

日、いい日 という語呂合わせなのだそうです。
である５月

２． 口臭予防、味覚の向上

っしゃる長島歯科クリニック院長の長島先生

講師は、東村山市歯科医師会に所属していら

口腔清掃のポイント

５． 習慣化による生活のリズムづくり

４． 腕、手、指の細やかな動きの向上

３． 感覚刺激を与える

をお招きし、サンホーム・ひかり苑の利用者、

１． 鏡を見て口の中を確認しながら清掃
する
２． 舌に汚れがついていたら、柔らかめの
歯ブラシや舌ブラシで清掃する
３． 入歯を使用している人は、外して歯ブ
４． 清掃後は、良くうがいをする（口のま

ラシなどで良く磨く

することが大切です。口腔機能が低下すると、

（看護師 市川 光代）

わりの筋肉や頬の筋肉を鍛える）

が発生し、社会生活にも大きく関わってきます。

低栄養、むせ、食べ物が喉に詰まる、口臭など

た生活を送るためには、口腔機能の低下を予防

いつまでも元気に自分らしくイキイキとし

その内容を少しお伝えします。

腔ケアについてのお話をうかがいました。

職員だけでなく地域の方にも声かけをして、口

で・・・）

（余計なことですが、私は一応看護師なの

12

１． 肺炎やインフルエンザなどの気道感染

月

４． 飲み込む力をつける。

11

施いたしました。

11
11

ちなみに看護の日は、ナイチンゲールの誕生日

11

日本はははは６６６６番目？？？？ 韓国よりも下下下下？？？？
渡辺 良子様
さる十月半ばよりスイス・ドイツの旅にい
ざなわれる恵みをいただいた。その時期イン
フルエンザの事は今程騒がれておらず、成田
でも機内でも、又ドイツ・スイスでもマスク
着用者はほとんど見られなかった。仲間うち
でアレルギーのある者が予防を兼ねてかけ
ていたら「感染者と間違われるのでやめて下
さい」と言われた程で、あちらでは伝染病と
かの人がするのだ、との事だった。それ故、
行く前のかなり気がかりだったこの件も余
り気にする事なく思う存分にこの旅を楽し
む事ができたのは幸いであった。
ユネスコの世界遺産でもあるアルプスの
山々と自然、それを見る機会が遂に与えられ
たのだ。有名なアイガー北壁、メンヒ・ユン
グフラウにほぼ真向う標高１１００メート
ルの高台のホテルに宿泊し、朝な夕なにその
姿を眺める事ができた。初めてバルコニーか
らこの山々を一望した時、まさに息を呑む感
動であった。身も心も洗われるような荘厳さ、
静けさ、そして湧いてくる自然への畏敬の念、
謙虚さ等々、この光景、その時抱いた想いは
生涯忘れる事はできないであろう。

また、ケーブルやロープウェイを乗り継いで、
対峠する２０００メートル近い山や、ユング
フラウ手前の３０００メートルの山頂に立
ち、より雄大に、より真近にこれら名峰を拝
してきたが、どこから見てもその美しさには
ただただ心を奪われるのだった。そして広～
い草原で首に鈴をつけた牛が、のどかに草を
食む牧歌的風景は、やはりこの国ならではの
癒し、として与えてくれたのだった。
しかし最後に気付かされた。地元でいただ
いたパンフレットの説明がスイス語・独語・
英語・中国語・韓国語・日本語の順で日本は
６番目なのである。少なくとも韓国語の前で
はないのか？
ドイツ・スイスは特
に日本人旅行者の好き
なところであり、この
時も一番多かったよう
に思う。それでも現地
での受け止め方、現実
はこうなのか？意外で
あり残念であり、ちょ
っとショック付きの旅
の終わりでもあった。

趣味の漢字

矢野 静夫様

私は趣味で漢字を学んでいる者ですが、先
日近くの小学校６年生の生徒さんたちが、私
達が住んでいる老人ホームを訪問して下さ
いました。私は足が不自由ですので、今まで
の訪問では出席できませんでしたが、ホーム
の職員の方が「漢字のお話しを生徒さん達に
してあげて下さい」と言われ、お仲間にいれ
てもらうことにしました。私の先入観では、
今頃の若い人は漢字なんかあまり勉強しな
いだろうと思っていたのですが、念のため５，
６年生で習う漢字を調べたところ、難しい字
もあり私の小学生の時の事は、皆忘れてしま
いましたが、こんな難しい字はなかった様に
思いました。訪問の当日がきて生徒さん達を
お迎えし、グループごとに分かれてお話し合
いになったのですが、職員の方が「このおじ
さんは漢字の１級を取っているのよ」と紹介
してくださると生徒の皆さんは「すごい！」
と感心して下さいました。早速、私が趣味で
やっている漢字カルタで、 分位遊びまし
た。アッという間に時間が過ぎて生徒さん達
がお帰りになりました。そして１週間が経ち、
また生徒さん皆様とお会いして交流を深め
ました。楽しい１日を過ごす事ができ、また
お会いできるのを楽しみにしています。

30

月月月月

日日日日（（（（火火火火））））

日日日日（（（（火火火火））））

新新新新 年年年年 会会会会
平成 年年年年１１１１月月月月
（ひかり苑
多目的ホールにて）

12

忘忘忘忘 年年年年 会会会会
平成 年年年年
（ひかり苑

22

多目的ホールにて）

12

これまでクリスマス会として
行ってきた年末行事ですが、今年
度は「忘年会」の名称で行います。
現在行事担当者がお楽しみ企画
を立てていますので、当日までお
楽しみに！

22

ここ数年で恒例となりつつあ
る「新年餅つき」
来年（今年度）も行います。
ご家族招待行事ですので、ご家
族の方、保証人の方々も是非おい
でください。なお、餅の搗き手が
少人数のため、ボランティアで来
てくださる方も募集しておりま
す。

その他他他他のののの行事
ミニドライブ（（（（初詣））））
平成 年年年年１１１１月月月月５５５５日日日日（（（（火火火火））））
新年初の行事です。どこまで御
参りに行くか…
現在行事担当職員がひそかに
下見中です
新春カラオケ大会
平成 年年年年１１１１月月月月 日日日日（（（（金金金金））））
昨年より開始しました富士見
町地区高齢者施設合同カラオケ
大会！
優勝目指して頑張ろう！
おおおお楽楽楽楽しみ食事会
平成 年年年年２２２２月月月月 日日日日（（（（火火火火））））
現在栄養士・調理員でメニュー
検討中！
至高のメニューか？それとも究
極のメニューか？

編集後記

先日遅ればせながらの夏

休みをいただいて、韓国に行

ってまいりました。

市場の道を歩いていると

どこからとも無く「お兄さ

ん、ブランド、コピーある

よ！幻の時計あるよ…」と声

が聞こえてきます。

一寸待って…

ブランドのコピーを作っ

て、幻の時計って…

ブランドの名前が入った

時計なのでしょうが、これは

コピー商品なのでしょう

か？

それともオリジナル商品な

のでしょうか？

（ ・ 記）

いずれにせよ違法は違法

ですが…

K

I

ミニドライブ
平成 年年年年３３３３月月月月８８８８日日日日（（（（月月月月））））
年度最後の行事です。
どこまで行くか？お楽しみに。
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