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年頭挨拶

岡山県老人保健施設協会会長
老人保健施設 虹 施設長

藤 本 宗 平

ます。国は診療報酬・介護報酬同時改

そうした政治をいう。
「経世済民」を略

リセットされた気分で新しい年を迎えら

定は医療、介護の課題に対して一体的

して「経済」という語となった（新明解

れ、フル回転で老健活動にご多忙のこ

に、一気に解決の方向へ導くチャンス？

四字熟語辞典より）
。

とと存じます。来年の事を言えば鬼が

とプログラミングしているのでしょう。

本誌がみなさまのお手元に届く頃は、

02

さて岡山県老人保健施設協会が企画

笑うと言いますが、そうは言っておられ

我が国の経済状況に反映した経済優

運営をいたしました、平成２８年８月の中

ません。来年は診療報酬・介護報酬同

先政策の展開は徐々にハイリスクの側面

国地区介護老人保健施設大会がみなさ

時改定の年です。したがって今年は緊

も見え隠れしつつある。平成２８年１１月

まのご協力のもと成功裏に終了すること

張感のある１年となります。国の関連し

２５日に発表された平成２９年度予算の編

ができました。ローコスト・ハイパフォー

た各審議会の協議が本格化し、事業所

成等に関する建議のポイント（財政制

マンスに徹した企画運営を行い、いくつ

の実態調査結果や各団体からの意見、

度等審議会）麻生議員提出資料の中に、 かのアイデアを実践いたしました。これ

パブリックコメントを経て、改定内容の

財政健全化に向けてとるべきは、
「先憂

らのアイデアが会員施設の経営、運営、

詳細が１２月には明らかにされるものと思

後楽」とある。常に民に先立って国の

日々の活動から、果ては地域包括ケア

われます。また平成２７年に行われた介

ことを心配し、民が楽しんだ後に自分が

システム作りの基本的なアプローチまで

護保険法改正が３０年にも再び実施され

楽しむこと。あるいは先に苦労・苦難を

様々な面で応用していただければ幸い

ます。

体験した者は、後に安楽になれるという

に存じます。また大会で示された様々な

２０２５年（平成３７年）は、
いわゆる「団

こと（新明解四字熟語辞典より）
。この

ビジョンや研究発表がこれからの夢の

塊の世代」(１９４７〜４９年生まれ ) が７５

手の文章に四字熟語が用いられるのは

ある介護老人保健施設の未来への星明

歳以上となり後期高齢者に属し、介護・

珍しいと思いますが、私は「経世済民」

りとなることを祈ります。

医療をはじめ様々な分野での課題が想

を忘れないでと言いたい。世の中をよく

定され、その解決と準備が急がれてい

治めて人々を苦しみから救うこと。また、
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老健と地域包括ケア

〈第4回〉

特 集

地域包括ケアシステムの理解は
地域を知ることから

地域包括ケアシステムは医療・介

組織だと思います。老健には、医療

護業界の流行語のように使われていま

介護の多職種が存在し、在宅生活を

すが、その主役である住民はほとんど、 支える多くのサービスを提供しており、
その言葉すら知らない状況です。介

総合的に地域に開かれた施設としての

護保険における制度の伝達を担うケア

多様な活動ができることは、地域に対

マネジャーですら、その仕組みや進捗

する存在意義が大きいと思われます。

状況を理解していない者が多いのも

昨年の介護報酬では地域包括ケア
システムの構築として、
「中重度を支

現状だと思います。

岡山県介護支援専門員協会 会長
エスペランスわけ 施設長代理

地域包括ケアシステムの構築に協

える重点的な対応」「活動と参加に焦

力・参加するためには、まず自分の住

点を当てたリハビリ」
「看取りへの対

んでいる（勤めている）地域の状況を

応」
「口腔・栄養への取り組み」が評

知ることでしょう。人の動き、行政の

価され、重点対応とされました。この

岡山県の老健は県内にバランス良く

動き、地域の社会資源状況、さらに

４本柱は現在、厚労省が検証を行い

配置されており、協会としての組織力

は地域の慣例や行事など、集めなけ

ながら、次期につなげてゆくこととなり

も強いです。職員合同研修会や県大

ればならない情報は多いですが、実

ますが、この取り組みは老健が得意と

会も毎年行われ、好事例の発表がさ

際にどのくらい地域のことを知っている

するところです。その上で、カフェの

れています。これから各地域で進めら

でしょうか。今後、地域の状況を知ら

実施、介護教室、訪問活動や介護相

れる地域づくりに対して、情報収集を

ずしてシステム構築への参加はあり得

談など、地域の情報拠点となる活動を

怠らず、地域のニーズを把握して、１０

ないと思われます。

行ってゆけば、住民が安心して集まる

年後には住みやすい地域となれるよう、

ことのできる施設となります。これこそ

チーム力を高めて地域に貢献したいと

地域包括ケアシステムの機能です。

思っています。

そういう事を前提として、老人保健
施設は地域活動への貢献をしやすい

お仕事掲示板

堀部

徹

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

介護老人保健施設 エリシウム柵原
久米郡美咲町吉ケ原981-1

医療法人三憲会 エリシウム柵原は久米郡美咲町の吉井川のほとりに
たつ老健です。入所６０床のほかに定員２０人の通所リハを行っています。
通所リハにおける業務について、最近聞いた当園の１ＰＴのつぶやきを
紹介します。
「腰痛体操や筋力トレーニングなどをグループで行うことに懐疑的な私
でしたが、諸制度の改訂や時代の流れに伴って、４月からグループリハ
に取り組んでいます。通所リハビリの利用者さんと一緒に運動をしていく
中で、グループ内で利用者さん同士が励ましあったり、理解できなくても
周りの動きを見よう見まねで動こうとしているお姿など、個別リハビリでは見えなかった利用者さんの心の動きを垣間見ては、
いつも感動させられています。」
老健おかやま
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協 会だより ①

大会運営レポート

1日目

8月1
8日

モーニングセミナー①②
江澤和彦先生の講演。同時改定へ向けて取組みのヒントが盛りだくさん！

上野文規先生のライブパフォーマンス。最新介護技術を学びました。

開会式

秋山正史実行委員長の大会宣言から始まり、藤本宗平大会長のあいさつ、岡山県保健福祉部 荒木裕人部長より来賓あいさつをいただきました。
県内介護関連団体の代表者、中四国支部長のみなさま、ご臨席ありがとうございました。

特別講演1・2

全老健 東憲太郎会長の講演。老健の生き残りをかけた戦いについて…

厚生労働省 西嶋康浩室長の講演。医療の動向に注視を！
国の考える方向性がここにあり！

シンポジウム

産業医科大学 松田晋哉教授、川崎医科大学 久徳弓子先生、岡山市議会議員 森山幸治氏、岡山ＮＰＯセンター 石原達也副代表理事の４名のパネリスト。
異業種が考える未来の老健像を提示。

特別企画

藤本大会長自ら司会を務めた特別企画。スマホを使用して３６２名の回答が
リアルタイムでモニターに。ホンネが引き出されたか！
？
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企業展示

出展企業３４社。出展ブースは大盛況！

協会だより
①
協 会 だ より

懇親

会

Roke
n
G
Coll irls
ectio
n

第１弾 大会チラシ

シンプルでかわいい♡
大会バッグ、
スタッフ腕章

Roken
Gilrs Collection
DVD
レアものです
担当
アトラクション
員長と
委
子
知
佐
下
山
ツーショット。
の
長
会
大
藤本
で
衣
浴
は
フ
スタッ
ました！
おもてなしをし

大会ホームページ

も全て担当
ＤＪ藤本、選曲
このすてきな笑顔！ 老健職員サービス精神の真髄！
これぞローコスト・ハイパフォーマンス！ 語り継がれるレジェンドとなる！

岡山コンベンションセンターのエントランス

トータルコーディネイトの冊子。
演題募集・参加案内、プログラム・抄録集、
協賛企業一覧

チラシの第２弾と第３弾。表面は同じデザイン。
裏面で最新の情報を提供しました。

段取りと事前準備は余念ありませんで
したが…。当日のリハーサルまでは、本
当に形になるのかも半信半疑！？
藤本大会長のプロデュース、中国デ
ザイン専門学校橋本典子先生のコーディ
ネイト、アトラクションスタッフの頑張り、
モデルのみなさんの笑顔とパフォーマン
スと…。なによりギャラリーのみなさんの
熱気で記憶に残る懇親会になりました。
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協 会だより ①

2日目

8月1
9日

演題発表

ポスター発表

発表演題数１２８題。地方大会では最大級！
？ 各施設のさまざまな取組を紹介。

６題のポスター発表。
趣向をこらし分かりやすく作成されていました。

ランチョンセミナー①②

山陽学園大学 奥山真由美准教授の講演。今回申込が間に合わなかった方のために、
２月の合同研修会でもご講演いただく予定です。

岡山理科大学 中島弘徳教授の講演。「勇気づけ」で勇気１００倍！
職場に活かしていきましょう！！

パネルディスカッション

経費削減！
！
２日目の司会は事務局長
植木が務めました

特別講演3
一億総活躍担当 加藤勝信大臣から
老健スタッフへ応援メッセージ

包括ケアシステム作りを各県からさまざまな視点で発表。

受付
当日参加を含め７６１名。多数の参加ありがとうございました。

特別講座
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竹内昌彦先生の講演「見えないから 見えたもの」
涙と笑いが絶えませんでした…。

協会だより ①

岡山県内発表演題
演

題

発 表 施 設

発 表 者

将棋を通しADLが向上した症例についての報告

倉敷藤戸荘

中尾 千穂

ふじと喫茶の活動から見えた利用者の想いとは・・・

倉敷藤戸荘

吉田 登美枝

グループワークへの参加 〜 毎日楽しく生き生きと〜

ニューエルダーセンター

大鶴 恭子

透明マスクの有効性 〜コミュニケーションにおける表情の大切さ〜

虹

庄司 康則

当施設における現在の医療の実態

虹

池口 久子

吐物処理における「おがくず」の有用性

虹

森安 雅紀

足湯で、夕、ｙｏｕ、リラックス

勝央苑

片田 陽子

食事の楽しみを取り戻そう！ 食べて・笑って！

勝央苑

石田 洋子

リハビリのできる介護士を育てる

勝央苑

フットケアの必要性について

いるかの家リハビリテーションセンター

山口 ひろみ

腸内環境を整えて自然排便を目指そう

いるかの家リハビリテーションセンター

岡本 直子

リハビリテーションマネジメント加算II

いるかの家リハビリテーションセンター

田中 洋子

地域包括ケアシステムにおける老健の役割実践報告

いるかの家リハビリテーションセンター

有村 裕子

運動器機能向上における主観的情報の客観的活用の試み

グリーンピース

木下 裕介

働きやすい職場環境作り

ナーシングホーム大樹

利用者の快適な排泄環境への取り組みを通じて

ライフタウンまび

安田 翔太

品川 裕行
三宅 三千代

当苑における訪問リハビリの紹介

のぞみ苑

宇佐美 麻祐子

認知症高齢者に対するネイルアート介入による変化

古都の森

坂本 将德

BPSDの軽減を目的としたドールセラピー介入の効果

古都の森

竹内 宏充

5月にインフルエンザの流行を経験して 〜 対応と対策について〜

泉リハビリセンター

水川 晴香

腰痛ゼロへの挑戦

天神介護老人保健施設

三宅 匡彦

ユマニチュードを取り入れる事による職員の変化

さとう記念病院老人保健施設

日向 朋美

仕事中のストレス軽減により、より良いケアの提供

さとう記念病院老人保健施設

坂元 美和

在宅生活を支える通所リビリであるために

さとう記念病院老人保健施設

土屋 裕介

事故を未然に防ぐ危険予測 ・ 一人一人の気付きを大切に

ケアガーデン津山

池上 尚志

チームアプローチのその先に・・・

恵風苑

山口 浩司

外国人介護スタッフの受け入れ態勢の整備と今後の課題

美作リハビリテーションホーム

佐藤 秀則

食を通じて尊厳のあるケアを考える

和光園

渡辺 美香

使用用途に合わせた高さの変更 −もっと楽に立ちあがりたい−

こうのしま介護老人保健施設

『あなた、わかってるじゃない。』

きのこ老人保健施設

認知症の方に寄り添うケア

きのこ老人保健施設

その人に合わせた排泄ケアを目指して

若宮老人保健センター

経口維持食の取組み

いつまでも口から食べる楽しみを

若宮老人保健センター

高木 祐樹
服部 亜矢子
早田 愛
木村 孝生
東 小夏

レクリエーション充実に向けての取り組み

白梅の丘

浜村 愛子

過疎高齢化の進む山間地域で在宅生活を支える

白梅の丘

宮地 あゆみ

一年間の看取りへの取り組み

アルテピアせと

葛原 俊夫

重度認知症の利用者様と関わって

アルテピアせと

難波 寿恵

平成２７年の夏から準備を始めた大会運営でした。常に収支を意識し、委託業者の選定から始まり、プログラムの構成、
会場の割り振り、講師の依頼、印刷物の準備、懇親会の準備…。目まぐるしい日々でしたが、多くのすばらしい講師の先生
方やスタッフのみなさまと出会うことができ、大変貴重な経験をさせていただきました。ここで、事務局と共に中心的に活動し
たメンバーとご協力いただいた企業の方をご紹介させていただきます。
予算作成からスケジュール管理等すべての大会業務を担当、実行委員長施設 倉敷藤戸荘の片山純子さん。予算管理を
担当、同じく倉敷藤戸荘の紙谷美恵さん。主に演題発表における準備から当日の運営全般を担当、学術委員会 岡山リハビ
リテーションホーム 宇田昭人さん、小田歩美さん。懇親会における準備、各県モデルとの交渉等を担当、広報委員会 勝
央苑の末菅絵理子さん。中国デザイン専門学校 橋本典子先生のご指導のもと Roken girls collection の演出を担当、ナー
シングホーム大樹の吉澤 徹さん、勝央苑 小林佳可さん、
古都の森 竹内舞子さん。広告掲載、
企業展示における諸業務を担当、
事務長部会 ニューエルダーセンターの松尾 亮さん。
また、懇親会における音響機材の搬入・操作や大会後の DVD 編集等にご協力いただいたデックの竹下元則さん。期日の迫っ
た度重なる校正に応えていただいた弘文社のみなさま。ホームページ等システム管理をしていただいた東武トップツアーズの
阿部光恭さん、白井菜月さん。岡山コンベンションセンターの荒川佳暁さんには会場運営のみならず、様々な面でご協力して
いただきました。施設、業種を越え、とても頼りになるメンバーと共に仕事ができましたこと心から感謝いたします。
最後に、準備や運営に携わっていただいた会員のみなさま、ご参加いただいたすべての関係者のみなさま、ご支援ご協力
本当にありがとうございました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
岡山県老人保健施設協会 事務局 植木 潤・坂田美佐

老健おかやま

2017｜冬号

07

協 会だより ①

岡山県内発表演題
演

題

発 表 施 設

感染ラウンドチェック

エスペランスわけ

発 表 者

宮岡 里桂

当施設における事故防止に対する取り組み

美作市立作東老人保健施設

老健デイケアでの配食サービスの取り組みについて

あいの里リハビリ苑

横山 有紀子

重度者の在宅復帰

サンライフ倉敷

畑中 佑香里

ICT利活用によるリハ会議充実の取組み

くろかみ

24時間シートの見直し 〜 入居者の思いに触れてみて〜

みくに

「やすらぎ園芸部の取り組み」〜 園芸部はじめの一歩 笑顔の創造 〜
共に考えていく在宅介護

高橋 祥之

石田 辰彦
大和田 左知子

やすらぎ

星島 高士

ゆめの里

松岡 久美子

備えあれば褥瘡なし 〜チームワークで得た答え〜

津山ナーシングホーム

若いA氏の障害受容への取り組み

わかば

新山 公憲

頑なだったA氏の笑顔を引き出した取り組み

信愛苑

上原 直樹

普通に生活したいだけ

オアシスK-3

インフルエンザによるアウトブレイクを経験して

福寿荘

堀川 真弓

在宅復帰支援パスの試み 〜 帰りたい を実現するために〜

瀬戸いこい苑

藤井 典子

今が転機

瀬戸いこい苑

初めて受け入れたショートから

加茂松寿園

意識向上でケア改善 〜口腔ケアに関する意識調査より〜

ももたろうリハビリセンター

チームがひとつになるために

老健あかね

「忘れたっていいじゃない。その時を楽しもう! 」

泉 晴美

林 由美

鍋谷 一樹
槙根 久美子
澤田 裕之
筱岡 美代子

サンパレス桃花

陰迫 孔昭

口腔ケアでの自立支援に向けての取り組み

ルミエール

福本 雅一

ユマニチュード実践によるケアの向上 〜 立つを中心に〜

たかつま荘

西村 真実

個別ケアにつながる個別レクリエーションへの取り組み

玉野マリンホーム

ターミナルケアにおける家族との関わり

ひだまり苑

片山 藍
原田 美津男

あれ、痒くない

光生リハビリ苑

胃瘻造設者に多職種で関わり経口移行が出来た1症例

ゆうあい

本田 育恵

失行を呈する症例に対する生活行為向上マネジメント

岡山医療技術専門学校

十河 正樹

アロマで脳活！

秀明荘

永牟田 茜

備中荘

佐々木 由美子

「ゴックン確認！！ 誤薬ゼロ作戦」
地参地消 〜「食」で繋がる地域と施設 〜

吉本 猛

さくら苑リハビリセンター

森安 仁美

さくら苑リハビリセンター

小崎 保夫

口腔ケア後の変化

藤崎苑

三木 博史

多職種連携によりケアハウスへ在宅復帰した１ケースを通して

藤崎苑

山口 真憂

当施設での生活行為向上リハビリテーションの取り組み

和光園

定井 美奈

認知症高齢者のためのアロマ療法

くじば苑

山本 智子

給食会社と協働で取り組む地産地消推進活動

くじば苑

藤田 朋子

おむつの見直しによるコスト削減の取り組み

倉敷老健

竹内 真矢

プールスティックを使ったリハビリテーションの可能性

倉敷あいあいえん

松井 智子

排泄による衣類 ・リネン類の汚染０を目指して

ハートフルきらめき荘

西岡 直美

「今日、家に帰ります」〜 共に進む在宅復帰への道 〜

お仕事掲示板

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

老人保健施設 ライフタウンまび
倉敷市真備町箭田1130

ライフタウンまびに併設して、みんなでつくる地域貢献型農園「まびファー
ム」を平成２８年７月に開園しました。ファームの運営にあたっては、地元の
大学生・企業等の協力をいただき、地域の皆様と交流を図りながら、新し
い医療・福祉モデル作りに取り組んでいます。また、ケアファームとして、施
設のご利用者と職員が歩行訓練を兼ねて遊歩道を散策したり、農園では「は
ようこれを抜かんといけんで」と草抜きに没頭される方や、収穫した野菜を
見て「こんなことしたの何年ぶりじゃろ」と目を輝かせて話をされる方など、野菜作りを通じて高齢者の生活機能の向上、
ご利用者自身の生きがいづくりの場として、介護予防・リハビリテーション目的でご利用者を支援しています。
今後は体験農園・収穫祭等のイベントを計画して、幼稚園・小学校に働きかけ、世代を越えた地域交流の場として、
この地域に適した地域貢献モデル作りを目指していきます。
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功労者表彰

知 事 表 彰（ 施 設 従 事 者 ）
作東老人保健施設
介護

会員施設から

この度、栄えある賞を頂き、身に余る思いでいっぱ
いです。これもひとえに上司の方々や同僚の皆さんの
支えがあり、また、家族の助けがあったからこその受
賞だと深く感謝しております。今まで積み上げできた事
を活かし、明るく活気のある老健となるよう後輩と共に
日々努力していきたいと思っております。

平成２８年度
岡山県保健福祉功労者表彰を
受賞されました。
おめでとうございます。

保健福祉 部 長 表 彰（ 施 設 従 事 者 ）

保 健 福 祉 部 長 表 彰（ 施 設 従 事 者 ）

作東老人保健施設
理学療法士

作東老人保健施設

有吉 久美

この度、保健福祉部長表彰をいただき、大変嬉しく、
感謝の気持ちでいっぱいです。私が長年勤務してこられ
たのも、職場の上司のご指導、温かいスタッフの支えが
あったからだと深く感謝しております。これからも、笑顔
を忘れず、利用者によりそえる温かみのある理学療法士
をめざして努力していきたいと思います。

お仕事掲示板

宿野 裕子

介護

岩本 徳子

私は、当施設で働き始め２０年近くになりました。幸い
大きな病気、怪我をすることなく、勤めることができました。
良き施設職員と家族に囲まれていたからだと思います。
この節目を機に初心に返り、より一層仕事に励んでま
いりたいと思います。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

介護老人保健施設 たちばな苑
岡山市北区国体町３−１２

たちばな苑では、利用者様の趣味・特技を活かした
活動の機会を設けるよう心掛けています。例えば、若い
頃から書道やお茶を熱心にされていた方がおられますが
書道に関しては、リハビリを兼ねて学生や他の利用者様
の指導をお願いしています。
また、ユニット内にも作品を掲示させていただき、職員
も利用者様とゆったりした時間の中で楽しく過ごさせていた
だいています。経口摂取が困難で胃瘻造設をした利用者様
に対しては、ご家族様が経口摂取を強く望まれるため、少しでもその
意向に添えるように医師の許可のもと、お楽しみ程度で摂取する時間
を設けています。もともとコーヒーが好きな方なので、その希望にも
添えるように、まずはコーヒーにトロミをつけての摂取。胃瘻になって
から、笑顔が消えていた利用者様も食べられることを喜ばれ、徐々に
笑顔が増えるようになりました。他にも、利用者様の気分転換も兼ねて、
隣接している病院内のコンビニエンスストアまで散歩がてら外出の機会を
設けています。
今後も、職員一同利用者様の笑顔が見えるように努力していきます。
老健おかやま
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功労者表彰
保 健 福 祉 部 長 表 彰（ 施 設 従 事 者 ）
老人保健施設 くろかみ
介護

老人保健施設 くろかみ

花田 仁美

看護師

老人保健施設くろかみが開設されて１８
年が経過しました。私は介護経験もなく、とまどいと不安
でスタートして今日までこれたのは、各部署で頑張って
下さったスタッフの方々の支えによるものと感謝していま
す。これからも利用者の方が健康で快適に過ごして頂け
るよう頑張っていきたいと思います。

大西 千代子

突然の朗報にただ驚いている所です。
試行錯誤の連続で今日に至った様に思います。そん
な中、私の心を救って下さったのは利用者様の温かい言
葉でした。
もっともっと勉強し、質の高いサービスが提供できるよ
う努力したいと思っています。

老人保健施設 ルミエール
看護師

備中荘

奥野 吉美

看護師

この度は、名誉ある賞を頂き、身に余
る光栄です。そして、私がこのような賞を
頂くことができたのも長年勤務してこれたのも、理解ある
職場の上司や同僚、家族の支えがあったからこそです。
本当に感謝しています。
これからも気持ちも新たに利用者様に寄り添った看護
を提供していきたいと思います。

丸山 美江

医療従事者として４０年間に出会い、導
いていただいたすべての方に感謝してい
ます。人との出会いの大切さを教えて頂き、後輩へも
伝える努力をしてきたつもりです。この度の受賞は、私
にとって良い区切りとなりました。皆様の今後のご活躍
を祈っています。

倉敷藤戸荘

理学療法士

松永 久子

この度、職場の推薦を経て、
「岡山県保健福祉部長賞
（社会福祉功労）
」という栄誉ある賞を頂戴いたしました。
病院勤務を経て、福祉施設勤務を選択し２０数年、介護
保険の導入等、めまぐるしく変化して参りましたが、いつ
も心に決めている事は、利用者様の気持ちに添えるよう
に笑顔で接する事です。これからも、皆様に喜んで頂け
る支援を心がけたいと思っております。

お仕事掲示板

勝央苑

支援相談員

末菅 絵理子

この度は、岡山県保健福祉部長表彰を
いただきまして誠にありがとうございました。今まで多く
のご利用者様、ご家族様、職員の皆様、周囲の方々の
支えがあり続けてこられたことを感謝しております。
今後も微力ではありますが、精進していきたいと思っ
ております。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

介護老人保健施設 グリーンピース
岡山県倉敷市新田2791-4

敷地内にあるリハビリ菜園で、さまざまな収穫を行っています。トマト、きゅうり、じゃ
がいも、枝豆、さつまいも、いちごなどいろんな種類の野菜、果物を植えています。
通所リハビリに通っている方はもちろん、入所されている方も積極的に参加しています。
皆様は収穫を楽しみにされていて、「天候がよかったらいいね。風邪引かないように
元気でいないといけないね。」など会話が弾み、皆さんの活力の源にもなっています。
収穫をしているときの顔は生き生きとして、とても楽しそうです。「いい野菜が育っている。昔はこうやって畑仕事をしてい
た。」など若かりし時を思い出しているようです。収穫した野菜などは利用者様で調理しています。出来上がったスイート
ポテトを食べて、いつものおやつよりおいしいと笑顔で召し上がっていただいています。季節の移り変わりを肌で感じたり、
調理で手先を動かすなど、とてもよいリハビリになっていると思います。
これからもリハビリ菜園を積極的に取り入れて、利用者様の楽しみの行事として続けていきたいと思っています。
10

老健おかやま

2017｜冬号

とり
繕い 酉年
？
いや本音！

2017年

ー
コ
ッ
ケ
こりゃ
ー
コ
ッ
コ
コケ
☁ケアガーデン津山
隆子 - りゅうこ -（職員）
［女性／昭和４４年生］
工場勤務から全く違う介護の仕
事に就き１年が過ぎました。大変
だなと正直思うこともありますが、
とにかく職場が明るく皆、仲がい
いので頑張れそうです
（笑）
。３年
間実務経験を積み、介護福祉士
を取るのが 今の私の目標です。
今年も無理せずマイペースで頑張
りたいと思います。

務して、もうすぐ１５年が経ちます。
いろいろなことがありましたが、続
けてこられたのも利用者さんの笑
顔 や、スタッフ、家 族、友 人 の
支えがあったからだと思います。
これからも感謝の気持ちを忘れず
に、頑張っていきたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

匿名希望（職員）
［女性／平成５年生］
私の祖母は施設で生活している
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ので、帰省した際は顔を出すよう
にしています。
「みんなで手芸を
やってね〜」と楽しそうに話す祖
☁サンライフ倉敷
母の姿や、対応してくださるスタッ
匿名希望（職員）
フの活き活きした表情を見ると、
［女性／昭和５６年生］
介護の仕事について１４年が経ち 祖母が暮らすのがこの施設で良
ました。入社して色々な経験をさ かったなあと思うと同時に、私も
せて頂きました。楽しい事ばかり 利用者さん・ご家族が安心して
ではなく、大変な事もありましたが、 過ごせるような仕事をしないと、と
沢山の先輩職員に支えていただ 気持ちが引き締まります。社会人
いて、今があります。１日１日これ としてはまだまだ未熟ですが、一
からも頑張っていきたいと思いま つひとつ出来ることを増やしていき
たいと思います。
す。

います。学生時代の写真を見て
は戻りたいな〜と思ったり、休日
はとことん遊んだり、まだ学生気
分が抜けきらない部分もあります
が、夢だった仕事に就けたのだ
から責任感と思いを持って目標に
一歩でも近づけるようやってみよう
と思います！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｓ・
Ｉ
（職員）
［女性／平成５年生］
２０１７年の抱負は「初志貫徹」です。
これは「初めに思い立った志を変
えず、最後まで貫き通す」という
意味です。去年はいろいろと思い
立っても中途半端で終わってしま
うことが多かったので今年はやる
と決めたことは最後まで頑張って
やり通したいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・

☁勝央苑
フットサル大好き男（職員）
［男性／昭和５６年生］
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 私には１歳になる息子がいます。
最 近、息 子 は 何 か に つ け て
「もーっ！」と言っているのに気が
☁ゆうあい
匿名希望（職員）
付きました。よく考えると、それ
Ｎ・Ｈ
（職員）
［女性／昭和５６年生］
は私の口癖だと気付きました。子
最近、月日が経つのがとても早い ［女性／平成５年生］
社会人となり８ヶ月が経とうとして 供は、親は勿論のこと、周囲の
です。私が、サンライフ倉敷に勤

老健おかやま

2017｜冬号

11

人たちの良い事・悪い事をよく見
ているのだと思い知らされました。
日頃の自分の言動に、身の引き
締まる思いをしている今日この頃
です。
今年は３回目の年男です。日々
成長の息子を見習い、改めて利
用者様への言葉遣い、資格習得
に向けて頑張ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁ひだまり苑

年目になります。基礎研修から始
まって、介護福祉士取得、ケア
マネージャー取得、感染対策エキ
スパート、認知症実践者研修と勉
強続きで大変でしたが、自分が
得ることができた知識を少しでも
仕事の役に立てられればとの思い
と、周りの皆さんの協力で何とか
やってこられました。自分と自施
設の介護の質向上のためにも、
さらなるスキルアップを目指して今
年もがんばっていきたいと思って
おります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・

写真下段中央は明治４２年生まれ
の加藤美代さん。１０８歳になられ
ます。高梁市で２番目のご長寿で
す。下段左は大正１０年生まれの
武田和子さん。右は昭和８年生
まれの三原榮さん。皆さんの抱
負は「元気で楽しく過ごしたい」
です。
上段左から順に、
川上幸江（介護福祉士）
［女性／昭和３２年生］
健康第一！！
柴田裕貴（介護福祉士）
［男性／平成５年生］
早いものでひだまり苑に勤めて
４年目がやってきました。笑顔
と初心を忘れず鳥のように大き
く羽ばたき、学びの多い１年に
したいです。
小関佑佳（介護福祉士）
［女性／平成５年生］
笑顔いっぱいの１年にしたい！！

寺尾 晃則（職員）
［男性／昭和５６年生］
「初志貫徹！」
昨年はいろいろ思い立っても中途
半端で終わることが多々あったた
め、これを今年の抱負に決めまし
た。仕事のスキルアップとプライ
ベートの充実を図るため、今年は
最後までやり遂げられる年にした
いと思います。色トリどりな幸せ
が訪れる１年でありますように！
・・・・・・・・・・・・・・・・・

まいます。酉年は一年中裸足で、
裸で走り回って、コツコツと食べ
て行かないと生きて行けない・・・・
ことわざがありますが、年女ぼつ
ぼつ頑張ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁福寿荘
匿名希望（職員）
［女性／昭和４４年生］
当荘に勤務して１４年になります。
入社した頃と比べると医療依存度
の高い利用者、転倒のリスクの
高い入所者が増えてきているよう
に思います。思い入れの強い家
族の方への対応の難しさを痛感
することもありました。型に嵌った
仕事ではないので厳しいこともあ
りますが、やりがいを強く感じるこ
ともあります。出来ることなら制度
的に待遇面などが改善すると看護
師や介護士さんを目指す人が増
えるのではないでしょうか。この１
年が明るい未来、夢を持てる社
会になることを切に希望します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・

☁備中荘
佐々 直紀（職員）
☁加茂松寿園
［男性／昭和５６年生］
家長（利用者）
私は、小学生から高校まで剣道
［昭和８年生］
一番したいこと 家に帰って旨いも をしていました。剣道をしている
のが食べたい！！ 妻・娘・そして 時は、人が変わると周囲の指導
者や仲間から言われていたことを
皆に感謝の気持ちを忘れない！！
良く覚えています。小さい頃は病
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 気がちだったと両親から聞いたこ
とがあります。そのくせ、負けず
嫌いで、人が見ていない所でこっ
シクラメン（利用者）
そりと練習していたそうです。そ
［男性／大正１０年生］
８回目の年男でございます。花を の甲斐あって、全国大会にも何
愛し、人を愛し、ひ孫の顔を見ると、 回か出場した経験があります。自
分だけではなく、周囲の環境にも
思わず嬉し涙があふれる私です。
恵まれていたと思います。私の今
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ の一番の楽しみは、子供の成長
です。長男が小学生になると共に
剣道を始めました。私も１５年ぶり
年女さん（デイ
ケア利用者）
☁エリシウム柵原
に指導者として再出発しています。
［女性］
日笠 ジンキー（職員）
「返 事」
「礼 儀」「人
年をとり、家から出ていく事はし 「あいさつ」
［女性／昭和４４年生］
「今年もがんばります」 日本に来 ない様にしているつもりですが、 の話をよく聞く」等ちゃんとしなさ
て２６年、介護の仕事に就いて１１ 声が掛れば出て行く様になってし いといつも子供に言い聞かせてい
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ます。しかし、親の言う事は聞か かな？」スーパーの袋 は一 瞬で てることがなかなか難しく試行錯
ないのが現実です。今では、子 いっぱいになった。しかし、数日後、 誤しながら現在に至っています。
供に言い聞かせている事が私も出 あのおじさんは袋とスコップを持っ 練習は日頃の運動不足解消に繋
がったり初対面の方と会話をした
来ているか再確認しながら手本と ていた。
り等、始めてから良い事が多いの
なれるようになれればと考えていま
す。身体的にも精神的にも親子と ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ではないかと思っています。練習
を継続して行い来年はゴルフ場デ
もども身に付くものがあれ ばと
ビューが出来きたら良いなと思っ
思っています。これから共に成長 石川 直子（職員）
ています。
［女性／昭和５６年生］
するのが楽しみです。
「息子の成長」
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 私の体調が悪く休んでいると、息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
子（５歳）が「ご飯作ってあげる」
と一言。
「母さん、ご飯出来たよ」 ☁白梅の丘
佐々木 由美子（職員）
の声で目が覚め、食卓にご飯と うこっけー（職員）
［女性／昭和４４年生］
更○期とよばれるお年頃。なんだ サラダ大 皿３皿。夫が 帰 宅、食 ［女性／昭和３２年生］
か心身共に疲れているような気が 卓を見て唖然とし、説明すると納 あけましておめでとうございます。
（な
する・・・・多分、疲れている・・・・。 得して食べていましたが「３㎝の 今年は大きな節目の年です。
（笑） んと還 暦‼）十 干 十 二 支（じっ
ストレスは溜めない、ストレスは発 皮付き人参は辛かった」と。
散する！そんな名目で、お食事会 ４歳の時、転入した保育園に慣れ かんじゅうにし）が６０年で一周し
にショッピング、サッカー観戦に ず、半年間、毎日大泣きして困 生まれた年と同じ干支（赤ちゃん）
旅行。はぁ〜〜、忙しい・・・・。 らせていた子が１年でこんなに成 に返るそうですね。ならば、今ま
（涙）来年、 での生活を見直し、生まれ変わっ
２０１７年もしっかり遊びます（しっ 長したと思うと・・・・
小学１年生。これからの成長が、 て酉のように朝早く起き「今日も
かり仕事します）
。
ケッコーな１日になりますように！」
また楽しみです。
と声を出してスタートしたいと思い
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ます。
佐野 乃里佳（職員）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
鈴木 梨加（職員）
［女性／昭和４４年生］
新年明けましておめでとうござい ［女性／昭和５６年生］
（職員）
ます。昨年は長女が結婚し、め 毎日バタバタと慌ただしく、ふと ＭＫ
でたい年になりました。今年は願 鏡をみるといつの間にか増えた白 ［女性／昭和３２年生］
い叶うなら同じ干支の孫の顔が見 髪と眉間のしわに「ぎょっ !」とす 年を増すごとに１年の早さを痛感
られたらと小さな夢を持ちつつ♪ ることがあります。介護の仕事に しています。今年は何回か目の年
仕事はニワトリの様にバタバタと 就いて、早１５年…あっという間で 女、また新たなスタートを切れる
せずゆったりと取り組めるようにし した。祖父母の年に近かった利 様に１日１日大切に過ごして行きた
用者様が、親の年代になり、そ いと思います。
たいと思います。
のうち自分と同世代になるのかな
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〜と思いつつ…。健康な体に感 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
謝し、これからもよく寝てよく食べ
（職員）
て、息抜きしながら年を重ねてい ＫＴ
真鍋 香織（職員）
［女性／昭和３２年生］
きたいです。
［女性／昭和４４年生］
私は、白梅の丘が開設されると
「大人もマナーを守りましょう。」
次男年少時の１３年前、登園中の ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 同時に勤め始めて、今年で２０年
目になります。当時の私は４０歳で
土手で、すれ違いざまに散歩中
したが介護という仕事の経験はな
の犬が糞をした。連れのおじさん ☁エスペランスわけ
く、何もかもが初めてで手探り状
がそのまま立ち去ろうとし、息子 両部 善紀（職員）
態からスタートした事を昨日のよう
が言った。「なぁなぁ。なんでう○ ［男性／昭和５６年生］
に思い出しています。そして今年
同僚の薦めがあり、今年７
月から
こ拾わんの？」おじさんは手ぶら
でじっと息子を睨んでいる。「おじ ゴルフを始めました。３０歳半ばで は還暦を迎えます。自分ではまだ
さん、道具を忘れたんだよ。後で 新しいことに挑戦することに不安と 若いと思う反面、若い人たちと一
母さんが拾っとくから。
」約束通り 抵抗感はありました。いざ始めて 緒に働かせてもらって、特に、夜
拾いに行った。
「あれ？どれだった みると、止まっているボールに当 勤の時などは体力の無さを感じて
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いますが、健康に気を付けて【笑 そしてたくさん笑える１年でありま
顔】で利用者様が安心して安全に、 すように。
過ごしていただけるように頑張り
・・・・・・・・・・・・・・・・・
たいと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁ナーシングホーム大樹
匿名希望（職員）
［女性／昭和４４年生］
月日が流れるのは早く、介護の難
しさや奥深さを感じながらも利用
者の方々の一言に癒やされる事も
多くあります。初心を思い出し、
自分なりに振り返る時間を持ち、
利用者の方と触れ合う時間を増
やしながら、その人にあったケア
が出来るようになりたいです。

☁さくら苑リハビリセンター
匿名希望（看護師）
［女性／昭和５６年生］
明けましておめでとうございます。
今年で、さくら苑で働き始めて８
年が過ぎました。ここまで頑張っ
てこれたのも職員の皆様の支えと
利用者様の暖かいお気持ち、家
族の支えがあったからだと思いま
す。年女となり、ますます仕事も
家庭も盛り上げていくことが出来
ればいいなと思っています。本年
も宜しくお願い致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
ＭＫ
（職員）
［女性／平成５年生］
２０１６年はよく体調を崩した１年
だったので健康に過ごせますよう
に。仕事面では社会人５年目に突
入するので気遣いが出来る人にな
れるよう頑張りたいです。職場で
は人 手 不 足が 続いているので、
本当に職員が増えて欲しいです。
そして介護士の給料をもっと上げ
て欲しいです（笑）２０１７年もた
くさん楽しい事がありますように。

お仕事掲示板

Ｋ・Ｋ
（職員）
［男性／平成５年生］
今年は体調に気をつけて、身体
を壊さずにいきたいです。昨年は
腰を痛めたので、無理をせず自
分に合った身体の動かし方を勉強
したいです。また、自分は新入職
員の委員会に入っています。他の
施設や病院の方とお会いしたり、
話し合いをしますので、そこで新
たな繋がりを作りたいと思います。
昨年は新入職員がさくら苑生活

支援部にはおられなかったので、
今年は楽しみにしています。最後
に、今年も笑って過ごせる日々に
なればいいなと思います。それと、
体重を減らさないと、そろそろ年
齢 的にきつくなりそうなので頑
張っていきたい思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 虹
岡田 なぎさ（職員）
［女性／昭和３２年生］
定年の年
まだまだ先の事だと思っていた定
年。現実は容赦無くやって来る。
夏にはいよいよ定年到達を迎える。
寂しい気持ちでいっぱい。若いつ
もりで居ても、年には勝てないも
のだな。でもまだまだ、いや、も
う少し頑張ろう。私たちの年代に
しか出来ない事をひとつでも多く
見つけよう。毎日笑顔で利用者
様が過ごせるように頑張ろう。
夢は生涯現役。現実は厳しいだ
ろうな。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

社会福祉法人ももたろう会 吉備高原総合福祉センター つつじ苑
加賀郡吉備中央町吉川7531

吉備高原総合福祉センターは、老健施設のつつじ苑をはじ
め、身体障害者支援施設、軽費老人ホーム、クリニックなどか
らなる複合施設で、岡山県の中央、標高５００ｍの吉備高原に
位置しています。センターの敷地には、建物に隣接した場所に
利用者のためのガーデニング用の畑も設置されています。１反に
も満たない小さな畑ではありますが、敷地内にあるため車椅子を使用されている方でも
行き来が容易で、ご好評をいただいております。当苑の利用者様は地元の吉備中央町
内の方が大半を占め、地元産業である農業に関わりの深い方が数多くおられます。普
段は無口な男性の利用者様でも、野菜の苗をお渡しすると植え方や育て方について活き活きとお話しされたり、女性の方
も日に日に大きくなる季節の花を孫のように楽しみにされたりと、日々の暮らしの良いアクセントになっています。
当苑は吉備高原の自然にあふれたロケーションを活用しており、畑のほかに紅葉狩りや花見もできる敷地があるなど吉
備高原ならではの環境を活かしたレクリエーションに力をいれております。地元で長年お過ごしの利用者様に、まるでその
まま地元にいるような施設を今後もめざしたいと思っております。
14
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委員 会
だよ り
施設運営委員会
施設マネジメント部会
部会長／渡辺 清一郎
介護職員等の人材確保・離職防止
対策として、以下の各事業を実施して
いる。
(1) いきいき介護チャレンジ事業
昨年より、地域医療介護総合確保
基金を活用し、高齢者雇用促進モデ
ル事業として実施しているものである。
９月１日から１１月末日まで、延べ２１
名の高齢者がこの事業に参加している。
ステップ１（体験ボランティア）を実
施後、参加者・受入施設と調整しな
がら、ステップ２（介護業務実習）お
よび雇用に向けた支援を実施している。

的な事業所との就職面談会、年金
事務所による年金相談会等を実施した。
本事業も地域医療介護総合確保基
金事業であり、当部会がその事務局
を担当した。
【部会メンバー（５０音順）
】
くじば苑、ハートフルきらめき荘、や
すらぎ、ゆめの里、ライフタウンまび

学 術 委員会
委員長／藪野 信美

平成28年度の活動報告と
職員合同研修会のお知らせ
学術委員会の今年度の活動内容は、
例年全職員、職種を対象に行っており
ます「岡山県介護老人保健施設大会」
は「第２回 中国地区介護老人保健施
設大会」が岡山で開催されたため、行
いませんでした。
「第２回 中国地区介護老人保健施設
大会」では、学術委員会の役員の方々
に事前の打ち合わせから当日の案内、
受 付、会 場 内での司会や 進 行 等々、
多大なご協力をいただきました。大会
も成功裏に終わり、尽力くださいました
全ての方々に心から感謝申し上げます。

(2) アセッサー講習費用助成事業
６月、本年度の介護キャリア段位制
度評価者（アセッサー）講習（以下「ア
セッサー講習」という）に、何名を受
講させるか各施設宛にアンケート調査
し、その結果を踏まえて県と調整。地
域医療介護総合確保基金を活用し、
老健職員に限らず同一法人内の関連
今年度のもう一つの活動として、
「第
事業所の職員も対象として、定員５０
１
５回職員合同研修会」を下記の通り
名・１名 に付き２０，
０００円を助成する
開催いたします。
こととして事業を開始した。

日時：平成２９年２月９日㈭
本事業では、助成対象の受講者が
９：５０〜１７：００（受付９：２０〜）
アセッサー講習を修了後、２ヵ月以内
場所：ライフパーク倉敷 大ホール
に１名以上の内部評価を開始している
ことが助成の条件となる。期日（平成
今回の研修会では午前中に「疥癬」
２９年１月３１日）までに「内部評価開
始報告書」を担当事務局へ提出のこと。 についての講義を赤穂市民病院 皮膚
科部長 和田康夫先生にご講演いただ
「要介護高齢者の脱水症
(4) シニア向け福祉職場就職支援セミ き、その後、
予防のケア」についての講義を山陽学
ナー（岡山県福祉・介護人材確
園大学 准教授 奥山真由美先生に「介
保推進協議会）
護（技術）は アート だ！そして介護
当協会もその構成団体として加入し
職（ケアワーカー）は アスリート たれ」
ている「岡山県福祉・介護人材確保
についての講義を介護総合研究所 元
対策推進協議会」の事業として、11
気の素 代表 上野文規先生にそれぞれ
月３０日おかやま西川原プラザにて「シ
ニア向け福祉職場就職支援セミナー」 ご講演いただく予定です。２題とも「第
を開催。今まで福祉分野に関わりの ２回 中国地区介護老人保健施設大会」
において大変好評でした。大会に参加
無かった方や福祉職場から離れてい
たシニア世代の方（概ね５０歳代以上） されなかった方、役員としての役割が
あり講演を聞けなかった方も多数おら
を対象に、落語家『林家 源平（はや
れると思います。是非この機会を活か
しや げんぺい）』さんによる講演・落
してご参加下さい。
語をはじめ、シニア世代の雇用に積極

学術委員会では各部会、ブロックで
の研修会も年度末に向け多数計画され
ています。みなさまの施設におかれま
しても業務に追われ多忙な日々が続い
ているかと思いますが、是非多くの方々
にご参加いただき研修会を盛り上げて
いただければ幸いです。

情報・広報（PR）委員会
委員長／山下 佐知子

懇親会準備委員会（ファッションショー
企画・運営チーム）
を経験して
懇親会準備委員会は、広報委員・
古都の森･サンライフ倉敷・エリシウム
柵原の混成チームで発足しました。
懇親会アトラクションのコンセプトと
して、参加者全員が楽しめて、特に介
護職のイメージアップにつながり、元
気が出て、かっこよく、手作り感があり、
そのうえ出来るだけローコストで…とい
う藤本会長のアイデアからスタートしま
した。
年明け早々の１月に第１回目の会議が
開催され、以後本番の８月まで、何回
も集まってはモデルリスト作成、演出･
ウォーキング指導、コーディネート表の
作成等々に、お互い教えたり、教えら
れたりしながら次第に委員の中で形が
出来上がってきました。

懇親会開催の当日朝１０時、各県か
らのモデル出演者と委員との初めての
顔合わせがあり、早速、ウォーキング
練習がありました。
（写真は初回の練習
風景です）出演者のぎこちない動きや
動作に、どうなることかと心配しました
が、結果は皆さま御覧の通りです。
老健おかやま
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ウエディング姿のモデルに当てられ
たスポットと本田美奈子の歌う「見上
げてごらん夜の星を」の曲がフェード
アウトしていく中で、参加者全員の大き
な歓声と会場内の割れんばかりの拍手
に、カーテンの後ろで、浴衣姿をはだ
けながら駆けずり回った委員達は、安
堵の声を上げるとともに、半年間の頑
張りに対しての大きな達成感と満足感
を味わうことができました。
皆さま、ご協力ありがとうございまし
た！

法務委員会
委員長／津田 隆史

平成28年度 活動報告
平成２８年度は、岡山県内３カ所で法
務委員会１回、法務委員会研修会３回
を予定していましたが、下記の通り全
て無事に終了しました。場所を提供し
て頂いた施設関係者の方々、ありがと
うございました。
来年度も皆さまのご要望や最新の話
題などを取り上げて研修会を催したい
と考えておりますので、
引き続きご参加、
ご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。
なお、講義内容の詳細は岡山県老
人保健施設協会のホームページをご覧
ください。
第１回法務委員会
日時：平成２８年５月２７日
１５：３０〜１６：３０
場所：介護老人保健施設「古都の森」
法務委員会の今後の活動について
検討した。話題の要望を把握するため
のアンケート調査の実施、竹内弁護士
による講義内容、苦情・賠償要求など
に対する対応、延滞金の回収方法、
成年後見制度の変更点 など、社会保
険労務士による講義内容、賃金体系、
特に定年制への対応 など
第１回法務委員会研修会
日時：平成２８年５月２７日
１３：３０〜１５：３０
場所：介護老人保健施設「古都の森」
協会顧問弁護士の竹内俊一先生に
よる講義「平成２８年３月１日ＪＲ事故最
高裁判所判決の射程範囲と影響」
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第２回法務委員会研修会
日時：平成２８年７月２９日
１３：３０〜１６：００
場所：介護老人保健施設「津山ナー
シングホーム」
協会顧問弁護士の竹内俊一先生に
よる講義「成年後見人にどこまで対応
してもらえるか？ 〜医療同意や死後事
務など〜」
徳永旭生、社会保険労務士による
講義「定年以降の継続雇用と労働条
件〜６５歳再雇用時代の到来に備えて
〜」
第３回法務委員会研修会
日時：平成２８年１１月１８日
１４：００〜１６：００
場所：こうのしま老人保健施設 天神会
天神荘地域交流スペース
協会顧問弁護士の竹内俊一先生に
よる講義「障害者意思決定支援の考え
方と成年後見実務への活用」
「成年後
見制度利用促進法、円滑化法につい
て」

施設運営委員会
リスクマネジャー連絡会議
部会長／高越 秀和
リスクマネジャー連絡会議が、２８年
度に開催しました研修会について報告
いたします。
日程：平成２８年１０月２９日㈯
場所：おかやま西川原プラザ
内容：講演テーマ「事例で学ぶクレー
ム対応」
講師：㈱インターリスク総研事業リスク
マネジメント部 上席コンサルタ
ント 齋藤 顕是（けんじ）氏
会員施設２９施設、参加人数５７名と
なりました。
岡山県老人保健施設協会 藤本会長
の出席のもと、リスクマネジャー連絡会
議担当理事 高越先生の開会の挨拶と
司会進行で始まりました。
昨年のアンケートの中で、実際に起
きたクレーム事例から、その対応策、
分析手法等を通じて意見交換できる研
修会の要望がありました。その要望を
踏まえて、今回の研修は、事例を元に
してグループ討議を中心とした研修会と
なりました。

クレームの事例に対する問題点や、
対応した経過を課題として、グループ
別にディスカッションを行い、その討議
の結果を発表するという積極的参加型
のグループワークになりました。その中
で、参加者にとっては、各参加施設の
現在の取り組み姿勢や特色等を知るこ
とができ参考になったと思います。
今後も、
「グループワーク型研修会」
を活用して、参加者の皆さんが、研修
会の場を盛り上げる雰囲気づくりの中
で、忌憚のない意見交換ができる、そ
ういった研修会にして行きたいと考えて
います。
なお、研修会のアンケート結果は、
集計ができ次第報告する事と致します。

くし

でん

ちゅう

︵一八七二年〜一九七九年︶

いまやらねばいつできる︑
わしがやらねばたれがやる︒
ひら

平櫛田中
日 本 近 代 彫 刻の 巨 匠︒岡 山 県 後
月 郡︵現 在 の 井 原 市︶生 ま れ︒本
名 倬 太 郎︒一 八 八 二 年 平 櫛 家の 養
子 と な る︒その 後 大 阪 で 人 形 師 中
谷 省 古 に 木 彫 技 術 を︑一 八 九 七 年

お ん こ ち しん

！？

上京して高村光雲に木彫を学んだ︒
早 くか ら 日 本 美 術 協 会︑東 京 彫 工
会 な ど で 活 躍 し︑文 展 に も 第 一 回
展︵一 九〇七︶か ら 出 品 している︒
一 九〇八 年 岡 倉 天 心の指 導のも とに山 崎 朝 雲︑米 原 雲 海 ら
と日本彫刻会を結成︒十四年には日本美術院の再興に参加︑
彫 刻 部 同 人 と して 活 躍 し た︒一 九 三 七 年︵昭 和 十 二︶帝 国
芸術院会員︑四十四年帝室技芸員︒四十四〜五十二年東京
芸術大学教授を務め︑官展の審査員も務めた︒五十五年︵昭
和 三 十︶文 化 功 労 者︑六 十 二 年 文 化 勲 章 受 章︒練 達 し た 彫
技法に基づく写実的な作風が特色で︑おもな作品に﹃転生﹄
は実に創作日数二十年に及ぶ大作
で︑田中芸術の集大成と言っても
過言ではない︒国立劇場正面ホー
ルに展示されている︒一九六九年︑
生 地 井 原 市に井 原 市 立 田 中 美 術
館 が 開 設 さ れ︑七 十 二 年 か ら 彫
刻振興のための平櫛田中賞が設定
されている︒一九七九年一〇七歳
で没︑死ぬまで現役であった︒

温故知新
！

？

▲「鏡獅子裸像」製作中の平櫛田中

﹃天心先生像﹄
﹃降魔﹄
﹃鏡獅子﹄などがある︒特に﹃鏡獅子﹄
▲ 鏡獅子

郷 土 の 偉 大な先 人たち

第１０回

江戸時代後期の実業家
の

ざき

ぶ

さ

え

もん

野﨑 武左衛門

︵一七八九年〜一八六四年︶

こ

や

の

備前国児島郡味野村︵現

倉 敷 市︶で 昆 陽 野 家 に 生

まれる︒

家 督 を 継 ぎ︑最 初 は 足

袋の 製 造 と 販 売 を 行い販

路を拡大するも行き詰ま

り︑一 八 二 七 年 頃 か ら 塩

田開発に取り組み︑味野・

赤﨑両 村︵い ず れ も 現 倉

敷 市︶沖 に 塩 田 を 完 成 さ

せる︒

そ の 塩 田 は︑両 地 名 の

一字ずつをとって野﨑浜と名付け︑自身も野﨑姓に改名する︒

その後も︑児島半島南岸の日比・山田・胸上沖︵いずれも

現 玉 野 市︶を 中 心に塩 田 を 完 成 させる︒ま た︑藩 命によ り

福田村︵現倉敷市︶の新田開発にも加わっている︒

現 在︑野 崎 浜の 塩 田 跡 地 は︑児 島の 新 市 街 地 を 形 成 し︑

味 野 旧 市 街 と 駅 を 結 ぶメインストリー トは﹃武 左 衛 門 通 り﹄

と名づけられている︒また︑広大な野崎家旧宅は児島の主要

な観光地として公開されている︒
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謹賀新年

今年も
い
よろしくお願
致します！

）委員会一同

情報・広報（PR

【編集後記】

【委員会メンバー】

明けましておめでとうございます。
昨年度は、県内各施設の皆様
方 の 多 大 なご 協 力 をい た だ き、
「第２回中国地区老人保健施設大
会 in 岡山」を成功裏に終了する
ことができました。
今 回の広 報 誌は、誌 面を通し
て岡山大会を振り返ってみました。
参 加 出 来 なかった 職 員の 皆さま、
又参加して頂いた職員の皆さまも
ぜひ手に取ってもう一度お楽しみ
くださいませ。

〈委員長〉
山下 佐知子
〈委 員〉
藤本 宗平・西 浩二・植木 潤・坂田 美佐（虹）
岸本 純哉・末菅 絵理子（勝央苑）
寺坂 公志（のぞみ苑）
黒藪 竜二（作東老健）
小山 修（美作リハビリテーションホーム）
加藤 隆寛（ケアガーデン津山）
辻 隆之介（ゆうあい）
岡 真吾（白梅の丘）
神浦 哲也（さとう記念病院）
吉澤 徹（ナーシングホーム大樹）
本田 武（福寿荘）
杉本 裕美（さくら苑リハビリセンター）

情報・広報（PR）委員会委員長
勝央苑 山下 佐知子
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