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新年のご挨拶 理撃星貫縛 峨犠昨ビス胎

平成24年 の新春を迎え、窪んでお祝いを申し上げます。

昨年は愛媛黒グループホーム連絡協議会の解散、一般社回法人

愛媛県地域密着型サービス協会の故立にあたつて、会員の皆様に

は多大なるご協力、ご支援を賜りありがとうございました。

2011年 12月 1回現在の合員数 (グループホーム容員206事 業

所、小規模多機能居宅介窪会員22事 業所、個人会員11名、資助会

員2社)の法人になつております。

今後とも当法人|の目的である
“
会員の質及び資質の向上を囲り地域密着型サニビスのあるべき

姿、存在意義を広く啓発していく
"を

目指して活動をしていくと同時に皆様のご意見やご要望を聴

きながら、事業者団体としての役割をしつかり呆たしていきたいと思つています。

本牛が希望に満ちた輝かしい年でありますようご健勝ご多幸を祈念申し上げます。

ブロック合同研修会を開催しました
11月 24日 ゃテクノプラザ(松山市久米窪回町)で開催した

東・中・南予ブロツク研修会の内容を抜粋して紹介いたします。(参カコ者総数:約200名)

、ヽ、ュ轄

講演:中村祐氏(香川大学医学部精神神経医学講座教授)

■中村祐氏 プロフィール

アルツハイマー型認知症の生科

学的な病態の解明を行うとともに、

アルツハイマー型認知症の治療

薬の開発に長年にわたり関与。新

規のアセチルコリンエステラーゼ

阻害剤やメマンチンの開発などに

関与。「認知症の人と家族の会」香

川県支部の設立にも尽力。2008年

9月には香川県高松市で認知症ケ

ア学会大会を開く。

(講演内容抜粋)

●1義本H速薪業や→いて―■||―|‐・|||■
メマリー、リバスタッチ、メマンチンは、アリセプトと同様に

アセチルコリンを増加させるお薬である。

※治療満足度Nolは 、胃潰瘍。肺がんの治療よりもアルツ

ハイマー治療の方が進んでいない。

※平成6年(17年前)にリバスチグミンというカプセルの内服

薬が販売になつたが、吐き気が強く販売に至らなかつた。

●驚ウ率り,1率客サ孝(EJ」1輔 .事力とは
(1)リバスチグミンが貼り薬にできた本来の理由は、構造

が小さく皮膚を通す事ができるからである。

認知症の方にとつての利便性は、後からついてきたもの

である。

厚さlmm( |‐ ‐‐   ‐  )← 支持体

tl‐■||||||■■■■■■■■■||テ← 薬物

〔‐■■■||■■‐■|■■■つ←粘着

〔■■■ ■■■■■■つ← リリイスライナー

(2)効 果の利点

血中濃度の上がり下がリーによる効き目の上下波が副作

用を産んでいる行つたり来たりをなくす為はり薬バス

タッチは有効である。

内服薬

リバスタッチ



(3)量 について

適切に効果を出すためには、18m9。

効果が一番あるものは、「単語再生」 いぬ。さる。ねこ。

記憶会話理解の改善感情表現と気力面での効果が確認

されている。

介護者・家族の評価においては着衣・コミュニケーション

面において変化がみられた。

(4)お もな副作用

貼り薬……紅斑 掻痒感の発生。

あかい。かぶれ・はれる→ 継続とともに慣れていく。

大きいパッチであると、吐き気を催す。

18m9がベストサイズ。アリセプト1 0mgの力がある。

(5)介 護の利点

初期障害 → 買い物・食事・服薬ができなくなる。

認知症患者による服薬にかかる時間は、71分 → 経口と

比べ て使用 しや すい。

(6060/0の回答)

また、リバスタッチは、日

本人が貼り薬が好きで

あるという理由からも選

択しやすい。

パッチの表面には、日付

を記入することができる。

(6)ス キンケア

☆背部に貼ることが望ましい。

☆剥がすと時は、ゆつくりと取り除くこと。

高齢者は、皮膚が薄くなつていたり乾燥しひび割れて

いる為、弾力性が低下している。

皮脂の分泌量も低下しバリア機能が低下。

☆毎日かえる。

ヒルドイド(ロ
ーション・クリーム・ソフト)等を利用して

塗布面の保湿ケアを実施する。入浴直後に貼りかえる

のが皮膚にとつて一番よい状態である。

☆パッチの位置は、そのたびかえる。

剥がした後にもクリームを塗布すること。

☆皮膚が荒れた場合は、リンデ回ンを塗る。

(7)そ の他

☆貼り薬の効果の持続には、メマンチンと併用も可能。

☆アルツハイマーだけでなく、アセチルコリンの低下に

よつて発症するレビー小体にも効果あり。

☆時期が早いとすべての認知症に効果的である。

☆ADLの 改善について

入浴・買い物・飲み物・外であつた出来事・字を書く・記

憶力・判断力の低下に伴つて日常できていたADLが 難

しくなつている方の効果は、1か月ごとに確認する。急

速に改善するものではない。

☆パッチを異食してしまつても1枚くらいなら問題ない。

口にしても毒にはならない。

群馬県の事業者団体としての取り組みの実際を報告し

ていただきました。

<報 告内容>

(1)群 馬県地域密着型サービスの紹介

(2)今 までの主な活動

職員レベルアップ研修

小規模・グループホーム大会(今年9回目42事例の発表)

(3)これからの主な活動〓地域包括ケアシステムの方向

に沿つて

住民の認知症の理解周知、啓発活動

「群馬認知症BOKE― 座」と「認知症サポーター講座」

市町村との連携・協働(高崎市を例に)

高崎市認知症みまもり。あんしんガイドブック=認 知

症の相談拠点

認知症サポーターが地域の有力な担い手(社会資源)

になるために

「フォ回一アップ研修修了者十地域密着型サービスで

委寵襲嚢寵テF轟 轟魯す暴寵襲嚢塞輩者十轟具器寵艶

講演:井上謙一氏(群馬県地域密着型サービス連絡協議会会長)

の一日研修修了者」をオレンジボランテイアとして市

が登録し、認知症になつても安心して暮せる支援の手

を広げる。

(4)各市町村の介護保険運営委員会への参加

日常生活圏域ごとに認知症の人の実態把握

第5期介護保険事業計画での地域密着型サービスの

整備規模の拡大提言

(5)私の法人 NPOじ ゃんけんぽんの活動紹介
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第3回四回交流フォーラム in高知

すれば認知症は良くなる～今本当に求められているもの～」

『韻圏黛髄フ議率拳贔薙蓼畿験で』

グループホームアショカ 管理者高橋正子

『こうすれば認知症は良くなる～今本当に求められて

いるもの～』をテーマに、高知で四国交流フォーラムが開

催されました。

加藤伸司先生・禾日泉唯信先生・藤原茂先生のお話。そし

て各県代表の事業所の実践報告がありました。

今回のフォーラムに参加して思つたことは、認知症とい

う病気、認知症の人、一人ひとりをどれだけ理解し、自己

選択・自己決定をできるだけ日常の生活に取り入れられ

るかが、本人の望む生活に近づくことだと、改めて強く思

い、これまで以上に実践していきたいと思いました。

認知症のBPSDについても、本人のメッセージ・SOS・見

当識障害等があつても、ご自分の目的にチャレンジしよう

としている姿と捉え、今後のケアに取り組んでいきたいと

思います。

「こう

認知症介護実践者研修

今年度も認知症介護実践者研修を開催し

ました。当研修は、愛媛県が行う認知症介護

実践者研修と同等であると認められています。

|ン 修 了 者:60名

|ン実施期間:平成23年9月13日～10月22日

'(座 学:4日、職場実習:2週 間、実践報告:1日)

ン ‐ ン |
ンとても良く解りやすかつた。実体験の話も有り、とても興味深かつたです。「自立支援」について、振り返る事ができました。

寒わかつているけども、実際に出来ていない。理想と現実の違いを実感しました。

等今まで過介護をしてたんだなと気付き反省しました。

聾介護者側の気持ちと、利用者側の気持ちの違いがある事に気付き、反省しました。

聾再度、各利用者さんの今までの生活がどんなものであつたか、ご家族さん、本人さんと話し合つていきたいと思いました。

聾利用者の気持ちを汲み取る難しさを改めて感じました。

寒コミュニケーションがもの凄く大事だと改めて感じました。

議利用者さんの事を知っているつもりで介護していましたが、実は知らないことの方が多かったです。

,自 立支援の考え方に反して、1日の中でやり過ぎている部分が多かつたです。

●良い意味でも悪い意味でも慣れ合いになつていて「また言よるね」など聞き流している部分があり、改めて利用者さんの

立場に立った介護を考えさせられました。

4



相 互研 修

今年度も他の事業所の良い取り組みを学習し、自事業

所を改めて振り返つたり、今後の取り組みに生かしていく

相互研修を行いました。

今回は小規模多機能事業所が初めての参加となり、10

事業所が参加、グループホームは80事業所と、昨年度と

あまり変化のない参加状況でした。

研修後アンケートから、参加してみて新たに見つけら

れたことがあったとか、仕事に対してのモチベーションが

上がったなどの様々な意見を聞くことができました。

相 互 研 修 参 加 数 比 較 表

<参 加者の声 (全体)>
★初他rご尿るきっかけrごなって農かった。★お互Ltの事業ffの農Li点ゃ改善点公どを見っめ直0こ とができた。
キ自分たもの取り組ヵの 農さを評価してもs夫て嬉しかった。
★L!Llとこるを取り大玖させてもsって事業Ffのレベル7ッ プl_―贅がりました。☆を玖を玖の事業所の勤務形態公ピ参著!ごなることが多くて農かった。

参加事業所数 参加人数 参加事業所数 参加人数 参加事業所数 参加人数 参加事業所数 参加人数

平成 18年 18事 業所 18名 27事 業所 27名 3事 業所 3名 48事 業所 48名

平成 19年 24事 業所 28名 36事 業所 41名 7事 業所 9名 67事 業所 78名

平成 20年 29事 業所 38名 44事 業所 65名 11事 業所 15名 84事 業所 118名

平成 21年 24事 業所 30名 32事 業所 43名 10事 業所 12名 66事 業所 85名

平成 22年 30事 業所 42名 36事 業所 52名 11事 業所 18名 77事 業所 11 2名

平成 23年
36事 業所

(3事業所)

52名

(4名 )

28事 業所

(4事業所)

40名

(4名)

16事 業所

(3事業所)

24名

(4名)

80事 業所

(10事 業所)

1 1 6名

(1 2名)

(  )内 は小規模多機能事業所です。

小規模多機能事業所からの |~~    室
丸・感想 |

・大変学ぶ事が多くありました。研修の中で利用者の方とお話が持てる時間があつたら

良かつたと思います。

|ス タツフ間の意見交換・交流の機会として有意義な研修ではないかと感じました。次年

度も参加したいです。
‐情報交換の機会として有意義だと感じました。また、互いの刺激になつて良かつたです。

「今回、初めて参加した研修でしたが、機会があれば、参加したいです。

‐同じ小規模事業所でも、時間の使い方、過ごし方、訪間の方法、送迎の方法など、事業

所の特徴を学べた。

■相互研修で他の事業所の事を知ることができ、新たな知識を得る事ができました。

■自分達のケアのあり方、取り組みを見直す良い機会になりました。

‐お互いが日程調整しながらできるのが良かつたです。



ほっと エピツード
日常での本J用者とのさりげ小Ll庭動エピソードを
tER婦の新人スタッフかS聞 きました

春から社会人になり、初めて介護という職業を経験しまし

た。知識は何もなく、色んな事が初めてで、正直入居者さんに

対してどう接していけば良いのかさえ、よくわかりませんでし

た。

日々介護をしていく中で、一人一人の特徴や性格がわかり

始め、少しずつ入居者さんたちと会話をすることも増えてい

きました。

職員として当たり前にしている事に対して、入居者さんたち

は毎回「ありがとう」と笑顔で言つてくれます。私の知らない音

の思い出話を、楽しそうに話してくれます。作業をしていると

「姉ちゃん、手伝おか?」と気にかけて声をかけてくれます。タ

Mさ ん女性 81才 要介護度4ア ルツハイマー型認知症

穏やかな状態で入居されたが歩行時のフラつき、感情の

起伏・不安定が見られた。

声かけには対応してくれるが、同じことを繰り返す事しばし

ば。夜間は靴を履いて寝ると熟睡されることが多かつた。今は

脱いで寝ることが出来ている。

拐:泄は頻回にトイレに行くが、見守リー部介助を要する。他

の利用者様とのコミュニケーションは良好に出来ていても急

に怒り出すことがある。見当識障害が顕著で声掛け見守りを

要する方。家族様の協力もあり、ホームの生活に徐々に慣れ

つつあった。

そんなある日の午前中、一人で浴室に行き入浴されていた。

ご満悦で出られお互い喜びあつたものの反省ありきだつた1

勉強大好きでドリルの漢字の読み書きは熟知されて熱心に

Aさんは、普段の会話も何を訴えられているか、なかなか理

解する事ができない。時には激怒され、対応が難しい。

私が夜勤の日、Aさんは、いつもと同じように廊下を行つた

り来たりされていた。私が他のご利用者の居室へ入り介助を

していた時「ドスン」と物音がしたため、音が聞こえた居室へ

と向かつた。

Aさんはイスにもたれかかりながら床に転倒されていて、

左膝あたりを手で摩り、痛がつておられた。ベッドに横になつ

ていただこうとするが、痛みが激しいようで、体を動かすと顔

を歪められる。その場で横になつていただき、私はAさんに話

しかけた。「Aさん、ごめんなさいね。私が一緒に部屋に入つた

食後に窓から沈む夕日を一緒に見て、皆で感動し合つていま

す。朝ごはんを作つて「美味しかつたよ」と言つてくれます。

そんな日々の何気ないやり取りで、凄く微笑ましくなつたり、

やりがいを感じたり、この仕事が本当に好きだなと実感して

います。
一日一日、同じ日はなく毎日色んな出来事があります。そん

な中で、学ぶことがたくさんあり、人生の先輩として入居者さ

んたちから教わる事もたくさんあります。この先も「仕事とし

て介護する」のではなく、入居者さんの立場になつて考え、

もっとコミュニケーションを大事にしていきたいです。もつと

今以上に笑顔が溢れるグループホームにしていきたいです。

されていた。生け花や民謡の鑑賞など趣味も多彩である。

半年を過ぎる頃から脚力の低下、物事への関心が薄れてき

た。排泄状態も介助を要するが介護の抵抗がかなり見られ、

さらに昼夜の逆転も見られるようになつた。認知症外来を受

診・スタッフの意識の統一・記録の充実・Mさ んの生活が穏や

かで安′いできる環境作り・接し方・不穏時の原因は何か追求

し関わりを持ち、豊かな気持ちで生活して頂けたらと取り組

みを新たにしている。

家族様から「女の鏡のような人だつた」と以前お聞きした。

今の状況を受け入れ兼ねる思いを察し取り組まなければ…。

つい先日の出勤時、両手を挙げて挨拶に行くと両手で私の

手を握り涙をながされた。どうして泣くの?欧日つとるよ!懐か

しかった!」と頭を撫でてくれた。

私はこの上ない幸せな気分で仕事に入つた。

Aさんは痛みに耐えながらも、ゆっくりとしつかりした回調

で、私の顔を見ながら答えた。「違うのよ。私が急いでただけ

なの。あなたは悪くないのよ。私が悪いんで。」

Aさんは病院に行くまで、その言葉を何度も繰り返し私に

伝えてきた。自分の痛みよりも、私の気持ちを察し、かばつてく

れたAさんに私は涙が出た。

その後のAさんとの会話は、今までのように意思の疎通が

難しい状態だが、あの日の出来事で、私はAさんの本当の姿、

優しさを知ることができた。しばらく経つた今でも、あの日のA

さんとの会話・表情は鮮明に頭の中に残つている。

らよかつたね。1人にさせてしまつてごめんね。」



.七空予市

大
洲
市

0あ つたかほ一むたかつ(新居浜市)
0ス テラ(今治市)
0関 前(今治市)
0お、たばの森(新居浜市)
0ほ の花(新居浜市)
0み んなの家・行つて民家(西柔市)

O LOHAS・ KOTI(新居浜市)

0い しい(松山市)
0ぼ かぼか(伊予市)

0やわらぎいくし本寸(松山市)
0ゆ うかの里(松山市)

アロA(愛 南町)

柿の里(宇和島市)

紅案の里・おだ(内子町)

嶺南(大洲市)

兄北町

ャ 0あ つたかほ―む たかつ

■2ユニット18名

あつたかほ一む たかつは、平成23年4月1日に2ユニット18名

の共同生活の場として開設しました。

同敷地内の診療所、訪問看護ステーション、デイケア、デイ

サービス、居宅事業所などと連携を取りながら、地域の方々

との交流を持ちながらいつまでも生活力を失わないように

安心して毎日楽しく生活出来るように心掛け、支援していま

す。

新居浜医療生活協同組合

T792-0867

新居浜市高津町3番20号
TEL:0897-32-6880

FAX:0897-32-6880

住

一

01グ ループホーム関前

■2ユ ニット18名

自然に囲まれた静かな場所にあり、皆さん穏やかにすごされ

ていらつしゃいます。

毎朝のお散歩やラジオ体操を楽しみにされ素敵な笑顔が輝

いています。

運営理念の中の「本人の出来る力を活かす生活」を大切に常

に発揮できる場が提供できるよう、又支援していけるように

スタッフー同努力しています。

お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。

社会福祉法人 成寿会

〒794-1101

今治市関前岡村甲25743
TEL:0897-88-2200
FAX:0897-88-2280

01小 規模多機能型居宅介護事業所ステラ

■登録定員数 25名 *通し堤員数15名*宿'自定員数9名

我々はご利用者様の嬉しい顔、喜んでいらつしゃる顔が大好

きです。だから、どうして差し上げたら喜んでいただけるかを

真剣に考えます。我々の目指すものは「日本一ご利用者さん

に真剣な事業所」であること。「ご利用者さんに真剣」は我々

の原点であり、サービスの合言葉にしています。

日々、ご利用者様に真剣に向き合い、その中から新しい感動

に出会いながら、ご利用者様、職員一体となり、ワクワクした

毎日を送つています。

社会福祉法人 ステラ

T799-2202

今治市大西町紺原甲1166-1
TE Li0898-53-0110

FAX:0898-53-0810

にDIグループホームふたばの森
E2ユ ニット18名

グループホームふたばの森は、平成23年5月にオープンした

生まれたばかりの事業所です。南を眺めれば、すぐ近くに昔

のままの自然、北側には住宅地、学校、スーパーと「生活」す

る上ではとても恵まれた場所に開設することができました。

スタツフー同、ご利用者とともに「楽しく笑顔のある暮らし」を

おくれるようにと取り組んでいます。

当グループホームをとりまくみんなが 1日 1日を「のんびり」

と、だけど「大切」に生きて

いけたらと思つています。

社会福祉法人 ふたば会

T792-0856

新居浜市船木3001番地3
TELi0897-47-4543
FAX:0897-44-5051



ン 歩,レープホームほの花
E2ユ ニット18名

「①つと」用1染みの物や用|1染みの笑顔に囲まれて

「②んびり」その人らしくいられる空間

「②きねなし」地域の方やご家族が来訪しやすい

ホームを目標に平成22年6月末に開設された「ほの花」です。木

造の風情あふれる外観、木の香りを残しつつ機能的にもこだ

わつた内装。中庭を眺めながら過ごすことが出来るリビング。台

所からは良い匂いの湯気が立ち、ほの花の畑で取れた野菜や地

域の方、ご家族の差し入れなどが入居者様の食欲をそそります。

地域の方やご家族との交流を大切に日々 の暮らしを楽しんで頂

いています。素敵な笑顔の入居者様に会いにいらしてください。
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小規模多機能ホームみんなの家・行つて民家

■登録定員数25名*通し堤員数15名*宿,自定員数6名

社会福祉法人 すいよう会

〒792-0886新 居浜市郷3-16-33
TEL:0897-46-5516  FAX:0897-46-5517

「行つて民家」は平成22年6月に開設し、緑豊かな住宅街にあ

る木造一戸建て住宅です。入口には水琴窟を設置しておりま

す。お一人お一人の気持ちに向き合い、寄り添い、ご本人の

思いを大切にし、「行つて民家」が支え合える出会いの場にな

ればと思つています。

月1回の朝市では、ボランティアさんに協力していただき地

域との関わりを大切にしています。

株式会社 悠遊社

〒799-1325

西条市新市580
TEL:0898-75-4444
FAX:0898-75-4445

ン画愛
LOHAS・ KOTl

■2ユニット18名

ン田ングJレープホームぼかぽか(fllたみ)
ン

小規模多機能型居宅弁護やわらぜいくし村

グループホームLOHAS・ KOTIは 「いつまでも健康で

幸せな家」という意味で、オーストラリアのアダーズ・ナーシ

ングホームをモデルに平成22年6月1日に開設いたしました。

国道11号線沿いの小高い丘(?)の上にあり、まわりの山と中

庭の木や花を見て、のんびり、ゆつたりと季節を感じながら、

あわてず、あせらず笑顔あふれる毎日を過ごせるよう支援し

ています。

社会福祉法人 はぴねす福祉会

T792-0856

新居浜市船木甲221律39
TELi0897卜41-5400

FAX:0897-41-5400

■2ユ ニット18名

「ぽかぽか」は、夕日の美しい街「双海」に平成23年4月オープ

ンしました。ご利用者様を自分の父や母のように思い元気に

なつていただくために日中はしつかりと動き、また役書」を持

つことで、張りのある日常を送るという事を目標に支援させ

て頂いております。看取り期においても、長く生きてこられた

ご利用者様が心穏やかに最期を迎えることができるように、

残された日々を共に過ごしていきたいと考えております。職

員一同、関係諸機関・事業所。ご家族と連携を図りながら努力

していきますので、よろしくお願いいたします。

有限会社 オアシス

〒799-3311伊 予市双海町大久保

字石ノ久保甲974-8番地
下Eと:089-987-0566

FAX:089-987-0566

:《団》fj規ヽ模多機能ホーAいしい
珂登録定員数 25名 *通い定員数15名*宿,自定員数9名

通い、テ白まり、訪間、長期泊まり、ケアマネジメントの 5つ の機

能があり、365日切れ目のない柔軟なサービスと認知症対応

型グループホームいしいのスタッフならではのノウハウによ

りお家や地域で過ごしたいという方の希望をかなえることが

出来ます。また、同じ場所でその方の事をよく理解し、なじみ

の職員が、全てのサービスに関わりますので、認知症の方を

はじめ、どなたでも安心してご利用いただけます。同じ地区

の託児所や移動販売、音楽療法や園芸療法といつた芸術療

法も専門の方にお願いし、地域交流を大切にしています。

〒フ911105

松山市北井門2915
TELi089-948-9777

FAX:089-948-9778

■ 登 録 定 員 数 25名 *通 し掟 員数 15名 *宿 ,白定員数 6名

いくし村では月に2回、どんな方でも気軽に立ち寄つていた

だけるよう喫茶の日を設けています。その他、体操教室など

も行つており、地域の方々の気軽なコミュニケーションの場と

なり、要介護予防や閉じこもり防止などにもつながればと考

えています。まだまだ新しい事業所ですが、この地域にある

介護事業所として自分たちのでき

ることを実践し、地域の方々の身近

な存在、介護が必要になつても安′ふ

して気軽に相談していただける事

業所になつていきたいと思います。

有限会社 やわらぎ

〒790-0051松山市生石町477番地
下ELi089-932-1941
FAX:089-932-1942



$グ ,レープホームゆうかの里

■2ユニット16名

グループホームゆうかの里は、平成20年9月に開設し、3年目

を迎えました。

地域との係わり合いを大切にし、そして、利用者一人ひとりの

個性を大切にし、その人らしい生活が送れるよう、家族的な

雰囲気の暮らしが出来るように支援しています。

株式会社 ことぶき

T799-2430

松山市北条辻922番地3
TEL:089-993-2205
FAXi089-993-2023

畿簿機寵攘議鶴畿藝麟寵簿寵嬰轟麗ゴ醒ゴ監

登録定員数 25名 *通し堤 員数15名*宿 ,自定員数9名

事業所は愛媛県でも最南端に位置する、気候の温暖な愛南

町でH19年に開設しました。アロハのネーミングには、ハワイ

語の裏に隠された言葉を総称した「今ここでのこの瞬間にあ

る喜びをわかちあって」の意味が込められています。私たち

はこの言葉同様に、利用者の方に沢山の笑顔が見られ、いつ

までも住み慣れた地域で暮らす事が出来るよう、家族や地域

の皆さんの協力を受けながら愛南町でアロハが必要な事業

所となるよう支援に取り組んでいます。

〒798-4131

南宇和郡愛南町城辺甲2934番地

下ELi0895-70-1588

FAX:0895-70-1580

ンン グげ赫串プ癒T畠 縄襲の話 鶴鍵

2011年 4月

2008年 4月

2005年 11月

2011年 5月

2010年 6月

2010年 6月

2010年 6月

2011年 11月

2011年 4月

2011年 7月

2008年 9月

2007年 11月

2010年 4月

2010年 4月

2011年 4月

畿車グ静串プ轟申贔鶴鶴轟

2ユ ニット18名

グループホーム柿の里は、宇和島市の北部、柿の産地で有名

な柿原地区にあります。平成22年4月1日に開設しました。

ホームの周りも柿の木に囲まれ、敷地内にも柿の木を植え、

畑には季節の野菜を育て、皆さん収穫を楽しみにしています。

ホームの理念である『いつも笑顔で 生 き生きと じ ぶんら

しく』をモットーに利用者さん一人一人が笑顔で明るく過ご

せるよう、日々努めています。

擦董舎義 緩療

Tフ98-0027

宇和島市柿原甲138番地 1

TEL:0895-23-5858

FAX:0895-23-5868

2ユ ニット18名

当グループホームは、平成22年4月に開設しました。

山間の小さな町で、自然に囲まれ、入居者の方と一緒に季節

を感じながら生活しています。

「笑顔で毎日が過ごせる」を理念に、まずスタッフが笑顔を絶

やすことなく日々 を送り、たくさんの笑顔に出会えるホームに

なつてきています。

ホームの名前のように、紅葉のきれいな季節に一度遊びに

お越しください。

韓蓑会警額獲争

〒791-3521

喜多郡内子町本川242419

TEL:0892-50-1321

FAX:0892-50-1322

妻醤議隷下 覇

0あ ったかほ一むたかつ

0」 規ヽ模多機能型居宅介護事業所ステラ

0グ ループホーム関前

0グ ループホームふたばの森

0グ ループホームほの花

0」 規ヽ模多機能ホームみんなの家・行つて民家

O LOHAS・ KOTI

O」 規ヽ模多機能ホームいしい

0グ ループホームぽかぽか(ふたみ)

0」 規ヽ模多機能型居宅介護やわらぎいくし村

0グ ループホームゆうかの里

尋小規模多機能型居宅介護事業所ア回ハ

むグループホーム柿の里

讐グループホーム紅葉の里。おだ

舎グループホーム嶺南

ン グげ紗韓ジ熱毒△寵爾

2ユニット18名

グループホーム嶺南は平成23年4月1日に開設しました。肱

川の丸山/AN園の中にあり、肱川の清流、桜や石楠花の花々に

囲まれ、自然環境に恵まれた施設です。利用者様がゆつくり

穏やかに生活を営む事ができるよう職員一人一人がそれぞ

れに目標を掲げて日々の業務に取り組んでいます。利用者様

は、いつもできるお手伝いをしたり、趣味を楽しんだりと、は

りのある生活を送つています。これからも利用者様が地域と

共に自分らしく過ごしていただく様なグループホームを目指

していきたいと思います。

=王 を■革■■
〒797-1504

大洲市肱川町山鳥坂241番地 1
TEL:0893-34-2808

FAX:0893-34-2809



利多1冊

<推 薦者>

野本 浩二

(中予ブロック理事)

こだまでしょうか.いいえ←誰でも。
金子みす 詩ゞ集百選

 ‐‐
__.― __

つい最近までこの本の題名を時々テレ

がありました。短い文章ですが、なんかと百

たりします。人間の本当に純粋な部分を:

一冊にたくさん詰まつています。

介護の仕事をしていると、なかなかゆ=

む時間が無いという方が結構いると思い

うな方にこの本をお奨めしたいと思いま可

れた時、落ち込んでしまつた時、この本の中の詩を一つでいいですから

読んでみてください。きっと癒されると思います。

南予ブロックの研修のほとんどをここ歴史文化博物館で開催しています。

小高い丘の上にあり駐車場も広 と々しています。定期的に展示物が変わ

り何度行つても楽しいですよ。

車椅子も用意してありますし、職員さんも

みなさん親切に案内していただけます。

南予の多くのグループホームや、施設の方

はどんぶり館とセットで外出を楽しんでいま

す。交通の便も良いのでぜひ遊びに行つて

はいかがでしょうか?

大 人

(高校生以上)
高齢者

(65歳以上)
小,中学生

一
般 500円 250円

無 料
団 体 400円 200円

常設展の展示案内は…http://―ロトrekihakujp/guide/index.htmi

障害者の方及びその介護者 1名 は無料となります。また、要介護認定を受けている高齢者及びその介

護者 1名は無料となります。(2階総合案内にて各種手帳 ・認定証などをご提示ください)

※企画展、特別展の観覧料は別に定めます。 ※ 20名以上でご利用の場合、団体料金となります。

※い一よポイントがご利用になれます。「い一よポイント」をお持ちの方は、「1い一よポイント」につき

100円ずつ減免いたします。なお、100円未満のおつりを出すことは出来ませんのでご了承下さい。

町
ン

あけましておめでとうございます。今号の『ほつと,笑 媛』は当協会の活動報告を中心に講演会や研修等のご報告

や皆様からいただいた声をたくさん掲載いたしました。いかがだつたでしょうか?今後も、様々な情報をお届けした

いと思いますので、当協会事務周までメールかFAXで どしどじお寄せください。(広報委員―同)
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