
”ほっと心が和む里

いつでも聞こえる笑い声“

特別養護老人ホーム

（短期入所併設）

デイサービスセンター

居宅介護支援センター

地域包括支援センター東

つかのめの里



つかのめの里物語はじまりはじまり・・・

平成６年４月１日 つかのめの里の第１歩が始まりました。
つかのめの里ってどんなところ？それでは、これから覗い

てみましょう！

施設長…まずはご挨拶

みなさん、つかのめの里がいつもお世話になっております！

ありがとうございます。

そして、今年もつかのめの里フェアは開催出来ず

申し訳ありません。

楽しみにしておられた方もいらっしゃったのではないかと思います。

職員もとても楽しみにしていたのです。今年こそは‼と…無念です😢

つかのめの里フェアは私たちにとりまして、地域発信の大事な催しです。

「つかのめの里の名前は知っているけど、用事はないし行ったことないわ。」と言

う方が、何か困った時に気軽にたずねてもらえるように、楽しいフェアにして、まず

は訪ねてもらおう、つかのめの里を身近に感じてもらおうと始めたものなのです。

今回は、冊子でつかのめの里物語として、そこで働く職員の目線でつかのめの里を

ご案内したいと思います。

こんな職種の人が働いているのか？こんなやりがいがあるのか？楽しみながらお読みいただ

ければ幸いです。

そして、何かあった時には、どうぞお気軽にお訪ねください。

笑顔の職員がお迎えします。

来年こそは、フェアで皆さんに直接お会いできますように！

村山裕子

●特別養護老人ホームつかのめの里は、基本的には４０才以上（条件はあります）の
要介護3～5までの方が入所できる施設です。
（介護予防）短期入所生活介護つかのめの里も併設で、要支援1.2、要介護1～5の
方が利用できます。

“キャッチコピー”がありますよ！

“ほっと心が和む里、いつでも聞こえる笑い声”の明るく、楽しく、心が和む、うる
おいのあるそんな施設づくりを目指します！！！



《介護課》

ほっと心が和み、いつでも笑い声が聞こえるような寄り添ったケアを目指しています

ご利用者が快適に過ごせるように、様々な介護を行います。食事や入浴、排泄など、身体
的介助はもちろん、看護師と共に健康管理を行ったり、機能訓練指導員と協力しあって、身
体機能の維持、回復等をサポートします。他職種と日々連携を図り、支援しています。

食事介助 入浴介助 移乗介助

口腔ケア レクリエーション

特別養護老人ホームには、介護度が高く、寝たきりの方や認知症の方等、
さまざまなご利用者がいます。

そのため、一定の介護技術や経験値が求められます。

人が好きであれば、介護士の資質は十分です‼
資格がなくても、丁寧な指導体制があるので大丈夫！様々な経験の中で、人としての成長

が期待できるのが魅力です！そして、更なる活躍の場も広がります。

が



《看護課》

笑顔と優しい声かけでご利用者の思いに寄り添い安心して生活できる看護を目指します

●特別養護老人ホームでの看護師の役割は、主にご利用者の健康管理です。
施設は、病院のように治療をする所ではなく、家庭生活を送る所ですので、しっかりと

健康観察を行い、安心した生活が送れるよう支援します。
介護士と協力してご利用者のケアにあたります。

＊他職種と連携を図り、ご利用者にとって、より良い対応を考え、状態が改善した際に
は、やりがいを感じます。また、看護師が主となって、救急法・感染防止対策・看取り
研修を行っています。看護師自身も、各種研修に参加しスキルアップに努めています。

【健康管理】

・日々の体調管理に合わせ、年1回の健康
診断、各種予防接種を行っています。
嘱託医の回診があり、普段のお薬処方、

体調の変化に合わせての診察をします。家
人面談にて今後の方針を決めることもあり
ます。必要に応じて、外部の医療機関への
受診援助を行っています。多職種と連携し、
病気の予防・早期発見に努めています。

【医療的ケア】

・医師の指示のもと、医療的ケアを実施し
ます。採血や点滴、吸引・経管栄養管理な
どを行っています。また、住み慣れた施設
で旅立ちの時まで、心穏やかに過ごされる
よう、ご利用者・ご家族の意向に沿った看
取りケアも実施しています。

嘱託医 伊佐早先生のコメント

普段の回診では、具合の悪い方や、薬の処方、
健康診断の結果確認などを行っており、必要に
応じて、感染症の予防接種も行います。

また、具合が悪い方や、徐々に食事が食べら
れなくなってきた方がいる場合には、ご家族と
今後の治療やケアについて話し合っています。



《業務課》

依頼されたことは基本的にNOとは言わない姿勢の基で、利用者の利益を最優先に考え、多
職種協働の意識を持ち行動する

☆生活相談員☆

・つかのめの里は、生活の場です。日々の悩み等
を良い形で解決するために、ご利用の皆さんの声
に耳を傾け、変化を感じとれるよう、日々のコ
ミュニケーションを取り、相談してもらいやすい
雰囲気作りに努めています。

また、つかのめの里を広く知って頂けるよう、学
校等で交流活動を行ったりと、地域とつかのめの
里がつながっていけるよう橋渡し役を担っていま
す。

☆管理栄養士☆

・つかのめの里には、噛む力や飲み込む力が弱く
なっているご利用者が多くいらっしゃいます。

食事を配膳した際、「今日ごちそうらね！」と笑
顔をみせて下さり、「美味しかったよ！」と声を
かけて下さると、とても嬉しく、幸せな気持ちに
なります。

その方にあった喜ばれる食事がお出し出来るよう、
日々頑張っています。
ちなみに、一番の人気メニューは…「寿司バイキ
ング」

☆介護支援専門員☆

ご利用者やご家族の意向を取り入れ、楽しい、生きがいのある生活が送れるよう、日常生活に必
要なサポートや健康状態をふまえた介護や看護、機能訓練、食事面の個別援助計画を組み立ててい
ます。

アセスメント

（情報収集・分析）

ご利用者の希望
や要望を引き出
すよう努めます

ケアプランの作成

（援助計画）

ご利用者の意向
を尊重し、自立
支援を目指した
ケアプランの作
成に努めます

モニタリング

（確認）

モニタリングを行
うことで、ケアの
向上に努めます

ケースカンファ
レンス

（検討会議）

各職種の連携に
努め、スムーズ
なケアが行える
よう配慮します

ケースカンファレンス
（検討会議）

地域貢献事業
介護講座

（第四中学校との交流）

デザートセレクト
（選べるデザート）



《庶務課》

より効率的・正確に業務を行うことを追求し、新型コロナウイルス感染対策の場面など
様々な場面において、迅速な対応ができるよう、情報収集に努めます。また、明るい窓口
対応や環境整備で、つかのめの里の親しみやすい雰囲気づくりに貢献します。

庶務の主な仕事内容は、事務処理や労務処理、環境整備などがあります。

つかのめの里は、特別養護老人ホームだけでなく、色々な部署にご用のある方が来られま
す。その方々に、適切なご案内や、気持ち良く安心してご利用頂けるように笑顔で対応に
努めています。また、他部署とのやり取りをスムーズに 行えるよう、情報収集やコミュニ
ケーションを日々図っています 。

玄関ホールに季節のオブジェを飾ったり、クリスマスツリー🎄を飾ったりしています。
ご利用者は記念撮影をしたり、とても喜ばれています。

時々、訪ねて来られるご利用者にお茶をお出しし、おしゃべりのお相手もします。

☆機能訓練指導員☆

・ご利用者が持っている機能を維持するために、機能訓練を行っています。機能訓練について
紹介します。
入所される前の情報と入所されてからの機能を評価し、個別機能訓練計画を立案します。

そして、3種類の機能訓練を実施します。
①お一人お一人に合わせた個別の機能訓練
②皆で楽しく行う集団での機能訓練
③食べる機能を維持するための嚥下体操

個別の機能訓練では1対1で訓練を行います。じっくりと関わりながら機能維持に努めます。
集団での機能訓練では、複数の利用者の方と一緒に機能訓練を行います。個別での訓練と違

い、他のご利用者との交流や笑いもあり、楽しく行っています。
嚥下体操は主にお昼ご飯の前に行います。飲み込みの維持やムセの予防を目的としています。

また、大事な事の１つとして、その方らしい生活が送れるように、日々、機能の状態に合わせ
福祉用具の選定や介助方法を検討しています。皆さんの生活に関われて、私も楽しい日々を
送っています！

お味はいかがですか？・・・ 感染対策もしっかり行います！

かめお隊長



デイサービスセンターつかのめの里

●8：40～ 自宅にお迎え

●9：30～ センター到着

●10：00～ 入浴・機能訓練

●12：00～ 昼食

●14：00～ レクリエーション

●15：00～ お茶の時間

●15：30～ 自宅へお送り

《デイサービスの１日の流れ》

生活相談員：ご家族からの相談対応や
介護支援専門員等関係者との連携、調
整を行います。

ご利用者が、楽しくデイサービスに
通えるよう努めています。

介護士：入浴や排せつ、食事介助はも
ちろん、身体面、精神面も考慮したレ
クリエーションを企画、実施します。

また、みんなで交流するため、様々な
娯楽を提供し、ご利用者も職員も一緒
に楽しんでいます。送迎車でのご自宅
への送迎も行っています。

看護師：ご利用者の健康状態の確認、
把握を行い、健康管理をサポートしま
す。

小さな変化も見逃しません。服薬管
理や医療的ケアも行います。

機能訓練指導員：ご利用者が住み慣
れたご自宅での生活が継続できるよ
う、生活動作の獲得に必要な機能訓
練を提案、実施します。

筋力アップやストレッチだけでな
く、着替えやトイレ動作などの生活
リハビリも実施します。

自分で考えたレクリ
エーションで、ご利
用者に喜んでもらえ
ると、やりがいを感

じます！

ご利用者の些細な変化
に気つけるよう、観察
力や気配り必要だよ

ね！

ご利用者の些細な変化
に気つけるよう、観察
力や気配りが必要です

ね！

「ありがとう！」の
言葉でやりがいを感

じます！



居宅介護支援センターつかのめの里
何をしているの？

介護支援専門員が働いています。
ご自宅で介護が必要な要介護１～５の方や要支援１，２の方が、可能な

限り住み慣れたご自宅で自立した生活が送れるようお手伝いします。
お気軽に介護についての困りごとや介護サービス利用についてご相談い

ただけます。

ご相談は・・・ ☎0256-38-6006

《法人合同事例検討会》

ケアマネジャーとしてのスキルアップを図る
ため、居宅介護支援センターうらだての里と

定期的に事例検討会を行っています！

業務内容

１．要介護（要支
援）認定の申請代
行及び各種福祉

サービス

2.介護保険認定
調査の実施

3.アセスメント
の実施

（情報収集・分析）

4.居宅介護サービ
ス計画書の作成

５.サービス担当者
会議の開催

6.モニタリング

（確認）

7.ご利用者・ご家
族・サービス事業
者との連絡調整

8.給付管理など

（サービス提供管理）

《やりがい》

携わることのできる業務が広範囲にわたりま
すが、周囲から頼られることが多く、その分

やりがいを感じます！



よくある相談

その1 ・最近閉じこもりがちで、足腰が弱ってしまい、忘れっぽくなってきた。このままだと心配・・

その2 ・病院から退院するのだけど、ベットのレンタルや介護サービスについて知りたい

その3 ・物忘れが始まり、どう対応していいのか困っている

地域包括支援センター東
何をしているの？

おおむね65才以上の方の介護・介護予防、医療、生活などに関する総合相
談窓口です

ご自宅への訪問相談も行います！ご気軽にご相談ください！

☎ 0256-38-4455

スタッフ紹介

様々な職種がお
り、それぞれ専門性
を活かしながら、住
み慣れた地域で暮ら
し続けられるよう支

援しています

＊最近は、相談内容
も多種多様になって

きています。

様々な関係機関と連
携して、活動してい
ますので、まずはご

相談を！！

「気になる人がい
るな。心配だ

な。」とご近所か
らの相談でも大丈

夫です！

看護師
介護予防の取り

組み・医療や介護
方法の相談など、
何でもどうぞ！

社会福祉士
消費者被害や虐

待、成年後見制度
など御相談下さ
い！

主任介護支援専
門員
介護保険制度にま

つわる様々な関係機
関と自立支援を目指
します！

生 活 支 援 コ ー
ディネーター
地域づくりのお手

伝い・集いの場やサ
ロンに興味のある方
は声をかけてみてく
ださい！

介護支援専門員
要支援のサービ

ス調整はお任せ下
さい！

～やりがいを感じる瞬間～

相談して良かった、話を聞いてもらえて気持ちがスッキリしたなど・・・

少し安心されて、穏やかな表情を拝見しますと、こちらも温かい気持ちになります。皆さんの笑顔

が活力になります！



みなさん、つかのめの里、いかがでしたか？
私たちは、施設ご利用者はもちろん、地域の皆さんもサ
ポートしてまいります。どんなささいなことでもOK!!
いつでも、どこからでもお声をかけてください。

“ 私たちがサポートします ”

特別養護老人ホーム（短期入所併設）38-5865
デイサービスセンター 38-5865
居宅介護支援センター 38-6006
地域包括支援センター東 38-4455

一緒に働く仲間を募集しています！！！
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