
　　　　　　

 

 

　

1

第２００号 ２０２０年1月１日
発行・編集

社会福祉法人 麋城会 友和苑
発行責任者 施設長 村田 務

〒503-0962

大垣市入方3丁目70番地の１
TEL : 0584-88-1567

mail : yuuwaen@wonder.ocn.ne.jp

URL:http://www.yuuwaen.jp/

新年明けましておめでとうございます。旧年中はひとかたならぬ

ご厚情にあずかり、誠にありがたく御礼を申し上げます。

さて、ここ数年来、介護人材の確保、人材不足の対応・対策に明

け暮れています。昨年は予定の外国人技能実習生３名が実習生

の都合により急遽中止になり、文化の違いなど外国人雇用の難し

さを実感する一年でした。

また、昨年１０月から給食業務について業者委託を止めて完全

な自主運営給食にしたことで食事の質など細部にわたって全体的

な向上に繋がっています。反面、介護分野の介護従事者に限らず、

あらゆる産業分野において人材不足であることか

ら、新たに調理員等職員が増えたことで、人材確

保の課題が追加することになりました。

現在の少子超高齢社会の日本において、とても

重要な方向性として「多様性のある社会づくり」が

求められています。この多様な社会の実現を図る

ために妨げとなるものが、私たち一人ひとりや社会

が持つ「常識」「慣習」「固定観念」「価値観」などが

あります。これからは、それを普遍と考えないで、思

い切ってリセットすることが必要なことかもしれませ

ん。私たちは限られた知識と経験をもとに「負の記

憶」に焦点を当てすぎたり、同一であることの「強い

こだわり」と同一でないことへの「恐れ、拒否感」など

ネガティブな先入観が存在しています。そのことが

自由な思考の妨げとして「偏見」に繋がり、その偏

見という心理状態が行動に表れて、不当な「ハラス

メント（いじめ）」「差別」という行為を発生させてしま

うのだろうと思います。多くの多様性にかかわる問

題は、いわゆる同じでない、普通ではないという「外

見の違い」ではなく、互いに持つ「思考の違い」から

生まれるので、少しずつ、修正していかなければな

りません。

法人として最も重要な課題である介護人材不足を

好転させるためには、労働者となり得る「女性」

「LGBT」「高齢者」「障がい者」「外国人」などの活躍

がとても大切になります。これらの方たちのことをマ

イノリティ（少数者、少数派）と呼び、同時に「社会的

に弱い立場」を意味しています。反対に、私たち「日

本人」や「（働くことに）制約が少ない者」をマジョリ

ティ（多数派）と呼んで立場の強い方として表されて

います。

今年はミャンマーから４名の外国人と一緒

に働くことになります。新たに多様な人材を

迎えるためには、私たちマジョリティ（多数

派）がマイノリティ（少数者、少数派）との距

離を縮め、働き方や生き方の違いなどに優

劣をつけることなく理解すること、少し余裕

をもって対応することなどの寛容さが求め

られます。

以前にも触れましたが、福祉とは、「しあ

わせ」「ゆたかさ」を意味する言葉で障がい

等の有る無しにかかわらず誰しも幸せに暮

らす権利があり、又、そう願っています。友

和苑は利用者様、ご家族様、地域の皆様

のセーフティネットとしての役割を安定・継

続して果たし、より良いケアの提供に職員

一同努力を続けてまいります。同時に、法

人で働くすべての人のために「働きやすさ」

を求める環境づくりも重要になっています。

今年は、働く人にとっての幸せやゆたかさ、

働きやすさとは何であるのかも考えて、実

現に近づけるように努力していきたいと思

います。

最後に、皆様にとって、今年も良い年で

ありますように心からお祈り申し上げるとと

もに、本年も相変わらぬご指導ご支援を賜

りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人 麋城会 友和苑

理事長 名和 久

施設長 村田 務
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さて、ここ数年来、介護人材の確保、人材不足の対応・対策に明

な向上に繋がっています。反面、介護分野の介護従事者に限らず、

１１月２５日（月）デイサービス劇団による【詐

欺防止】についての演劇鑑賞会が開催されまし

た。犯人がターゲットのおばあちゃんを探して一

件のお宅を訪問します。おばあちゃんは一人暮

らし、ちょうど話し相手がほしかったおばあちゃん

は税務署から来たという職員を家に上げてしま

います。何か不自由していないかと優しい言葉を
左から犯人役：宇路政史 被害者役：大橋愛子

かけられ、税務署の職員だとすっかり信用してしまい箪笥の中

のどこにお金を隠しているか、いくらなのか、また一人ムスコの

勤め先や名前、現在の収入など自分の個人情報を話してしま

います。帰るという犯人にお茶やおまんじゅうまで出してもてな

す有り様。後日、犯人はおばあちゃんに電話をして「俺だよ俺」

とおばあちゃんの息子だと信じさせ事故を起こし裁判所にいる、

すぐに示談金が５００万円必要だから友達に取りに行かせると

言います。信じ切っているおばあちゃんは箪笥の中から現金を

準備し息子の友達が来てくれるのを待っています。友達を装っ

た犯人の仲間は、あばあちゃんから

現金を受け取ってしまうのでしょうか。ここでデイサービスの利用者に「お

金を渡してもいいの？」と問いかけたところ 「渡しちゃだめだよ～」とおばあ

ちゃんを止めてくれました。おばあちゃんは犯人にお金をだまし取られるこ

となく事なきを得ましたこの劇中で何がダメだったかを利用者に問いかけ

たところ家に上げてはいけない、箪笥の中にお金が入っているとか金額を

言ってはいけない息子の勤め先や名前を教えてはいけない、土地を貸し

ているとか遺族年金が入ってくるなどの情報を与えてはいけないなどの

意見が出ました。すぐに信じてしまうのではなく、家族や近所の方に相談してみる、自分ひとりで判断

しないで、いつでもデイサービスの職員に相談ください。と伝え、詐欺防止の替え歌を利用者と一緒

に歌うことで意識づけをしました。

12月15日（日）14時より、ケアハウ

スの食堂において茶話会が行われま

した。毎月ケアハウス親睦会主催で

行っている茶話会ですが、１２月はク

リスマスということもあり華やかな飾りつけもしてありました。

茶話会が始まってすぐに幹事2人がサンタクロースの格好で

入ってきて入居者の方は、拍手で迎

えました。今回のお菓子は『いちごのシフォンケーキ』です。赤と緑のチェッ

ク柄のペーパーナプキンの上に載せて盛り付けました。飲み物はコーヒー

か紅茶を選択してサンタ柄の紙コップに注ぎました。

サンタクロースの格好をした幹事から挨拶があり、その後みんなで頂き

ました。談笑しながら和気藹々とした雰囲気の茶話会となりました。

イチゴシフォンケーキ

サンタクロース登場！

今年も残りわずかと

なりました。２０２０年が

良い年となりますように

お祈りいたします。

替え歌を歌う小寺ＮＳ

寸劇を披露するデイサービス職員

始まりの挨拶するサンタクロース
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１２月９日（月）１４：００にかがやきクラ

ブ大垣の皆様が年末の慰問に来てくだ

さいました。皆様からみかんと雑巾とタオ

ルを寄付して頂きました。利用者様に直接手渡しして頂き皆さ

んとても喜んでみえました。雑巾はタオルを手縫いで作って下

さったとのお話がありました。大切に使わせて頂きます。

最後にはかがやきクラブ大垣の皆様と記念撮影をすること

ができました。頂いたみかんはその日のおやつにみんなで食

べました。美味しいみかんをみんなで食べることができ、利用

者様のたくさんの笑顔を見ることが出来ました。かがやきクラ

ブ大垣の皆様ありがとうございました。

１２月１６日デイサービスにてクリ

スマスビンゴ大会が開催されました。

今日のビンゴゲームはテレビの画

面にビンゴが表示される画期的な

ゲームに進化しているのですね。

各自が持っているビンゴカードの

【ＦＲＥＥ】のところに穴を開けてもら

います。職員がスタートボタンを押

１２月１４日（土）午前中、ケアハウス

の大掃除がありました。皆様が熱心に

窓ふきや物置の掃除です。少し寒い日

でしたが、「今日は寒いねえ」と言いな

がら、ずっと掃除をしてくださいました。

その後、家族交流会は村田施設長より

ご挨拶。ケアハウス職員、吉岡総務課

事故を起こし裁判所にいる、

信じ切っているおばあちゃんは箪笥の中から現金を

すぐに信じてしまうのではなく、家族や近所の方に相談してみる、自分ひとりで判断

かがやきクラブ大垣の皆様

かがやきクラブ大垣様からいただいみかん美味しかったです

長、田中所長からも、資料に沿ってケアハウスの説明や要介護認定につい

て説明がありました。ご家族の皆様のご意見やご要望に回答させてもらい

ました。
午後は特養の年末大掃除です。居室の

窓ふきやタンスの整頓、ベッドや床や壁の

拭き掃除をしてくださいました。中には、ご

都合がつかないから、と他の時間に大掃

除してくださったご家族もいらっしゃいます。

きれいになった居室で、笑顔の記念撮影！

皆様ありがとうございます。
ケアハウス家族交流会の様子

入居者と家族で掃除

職員も大掃除のお手伝い

すとルーレットが回りだし、順

番に「ストップ！」と声がかかり

ます。ビンゴマシンが選んだ数

字を確認して穴を開けていきま

す。回数が進むにつれて、リー

チ！との声が聞こえてきました

が、皆さんは「惜しい、ここが開

かない！」「いいとこまで行って

るのに！まるで私の人生みたい

だわ」など笑いながら楽しくゲー

ムが進みます。とうとう「ビン

ゴ！」の声が聞こえると皆さん

から拍手が起こりました。景

品を授与された利用者はとて

もうれしそう。利用者のみなさ

んはサンタ帽子やトナカイのカ

チューシャをかぶり、クリスマ

スの雰囲気を盛り上げてくだ

さいました。楽しいひと時にな

りましたね。

ビ
ン
ゴ
大
会
の

始
ま
り
で
す

ビンゴカードを確認する職員



日 曜日 日 曜日

元旦

誕生会・新年会（ケアハウス） 12：00～

習字教室 13：30～

お茶会（ケアハウス） 14：00～

傾聴ボランティア 10：00～

カラオケ教室 13：30～

日赤ボランティア 10：00～

カラオケ教室 13：30～

西濃明るい社会作り運動協議会 9：15～

お茶会（デイサービス） 13：30～

フレンドリー 10：15～

ボーイスカウトふれあい 13：30～

チームメモリア（レクリエーション） 13：30～

傾聴ボランティア 10：00～

成人の日

ボランティアたけのこ 10：00～

アレンジフラワー教室 13：30～

アンサンブル野の花 13：30～
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31 金

14 火 29 水

15 水 30 木

12 日 27 月

13 月 28 火

10 金 25 土

11 土 26 日

8 水 23 木

9 木 24 金

6 月 21 火

7 火 22 水

4 土 19 日

5 日 20 月

2 木 17 金

3 金 18 土

行　事　予　定 行　事　予　定

1 水 16 木

１月・・ ８日（水）１６日（木）
２月・・ ５日（水）１３日（水） 在宅での介護に関して

悩みのある方

困っておられる方

お気軽に

ご相談下さい
４人のケアマネジャーが

きめこまやかに対応いたします

友和苑在宅介護支援センター

TEL ８８－２５２２

看護職員・介護職員・介助職員を

募集しています。施設見学いつで

も大歓迎です。お気軽にお問い合

わせ下さい。（60歳以上の活躍中）

☎88－１５６７ 担当吉岡

１２月９日（月）１４：００にかがやきクラ

さいました。皆様からみかんと雑巾とタオ

ルを寄付して頂きました。利用者様に直接手渡しして頂き皆さ

んとても喜んでみえました。雑巾はタオルを手縫いで作って下

ができました。頂いたみかんはその日のおやつにみんなで食

べました。美味しいみかんをみんなで食べることができ、利用

友和苑

新年あけましておめでとうございます

旧年中は大変お世話になりました

本年も「友和苑だより」よろしく

お願い致します


