事業所紹介

だより

〜 訪問介護 〜

訪問介護事業所は、地域密着型介護老人福祉施設コムニの里に併設しています。サービス内容は、介護保険訪問事業（予
防を含む）、障害者居宅事業（重度訪問介護を含む）、障害者地域生活支援事業（移動支援）、保険外サービス（院内介助サ
ービス）があります。

第5号

訪問内容として、身体に関わることでは入浴介助、排泄介助、おむつ交換、通院介助、着替え
の介助等があります。生活に関わることでは、調理、洗濯、掃除、寝具の手入れ等があります。

2011年1月20日発行

利用者様が在宅にいて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援させて頂い
ています。住み慣れた地域・家族とともに安心して生活ができる様なサービス提供を心がけて
いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
（留田）

ホームページ 開設しました
法人の活動をより多くの方に知って頂けるように専用の
ホームページを開設いたしました。
『コムニの里だより』の
バックナンバーや各事業所の紹介、決算報告等、充実した内
容となっておりますので、是非ご覧ください！

職員
募集

ただいま社会福祉法人博愛会では介
護職員を募集しております。勤務地は
更別村か帯広市です。原則的には介護
福祉士またはヘルパー２級の資格を取

得していることを条件としますが、現在、無資格の方で
、将来、資格の取得を考えている方も条件によっては可
と し ま す 。興 味 の あ る 方 は 担 当：村 上（ ☎

新年あけましておめでとうございます︒皆様にお

荻原（0155-53-3300）までご連絡ください。

かれましては希望に満ちた新しい年をお迎えのこと

けるボランティアを募集しています。興味のある方は担当：

と思います︒

【食品】
安村 スエ子様
今井 純一様
宍戸 得見様
森田 政信様
若園 芳一様
久門 好一様
（順不同）

更別村の皆様にご支援︑
ご指導いただき開設しま

デイサービスの利用者様と囲碁や将棋、話し相手をして頂

した﹃コムニの里さらべつ﹄
ですが３回目の春を迎え

コムニの里では、特養施設・生活支援ハウスの入居者や

ることが出 来ました ︒地 域に根ざした 施 設 ︑皆 様に

【物品】
竹内 マサ子様
柴田 一男様
佐藤 栄子様
阿部 勝男様
高橋 守 様
小寺 ゆり子様
斎藤 優子様
高野 鈴子様
橋本 みち子様
森田 知子様
川口 美智子様
広瀬 英明様
更別村ライオンズクラブ様
ボランティアすずらん会様
㈲更別運輸様
他 匿名2件

『ボランティアも募集しています！』

信頼される介護福祉を目指して参りました︒どうか

沢山の物品、
ありがとうございました。

・捨て布（綿50％以上）、ビニールの買い物袋、ミシン、楽器
（タンバリン・カスタネット・鈴・マラカス）、皇室関係の書籍

これからも皆様の貴重なご意見を生かしながら地域

ありがとう
ございました

頂くよう、よろしくお願いいたします。

になくてはならない存 在に高めていく所 存です︒ま

平成22年10月1日付け
契約職員
はるにれユニット勤務

た 今 年は帯 広 市 内に小 規 模 特 養 と 小 規 模 多 機 能 型

久保田 知穂

居宅介護事業所を３月から開設すべく準備していま

頂けるように皆さまからのご寄付をお待ちしております。
ご家庭で使っていないものがありましたら、是非、ご連絡

す︒組 織が大きくなることで人 材の採 用 ︑教 育が容

コムニの里では、利用者様によりよく、楽しく過ごして

易になり法人の業務の円滑化を期待しています︒

『募集しています』

また新しい1歩を歩み始めます︒どうか本年もよ

ろしくお願いいたします︒

新入職員紹介

0155-53-3300）までお問い合わせください。一緒に楽
しく働きましょう！

社会福祉法人 博愛会
理事長 細川 吉博

新しい法人の
発展の年に向けて

http://www.hakuaikai.org/s̲hakuaikai/index.html

コムニの里おびひろ（地域密着型介護老人福祉施設・小規模多機能型居宅介護）
開設間近！準備は順調に進んでいます！
平成23年3月1日開設にむけ準備は順調に進んでいます。施設は1月30日の引き渡し
に向け、仕上げの段階に差し掛かりました。内外装とも白を基調とした清潔で落ち着い

あけましておめでとうございます。今年はうさぎ年という
ことで、飛躍の年にしたいですね。法人にとっては3月の帯
広施設の開設が大きな挑戦です。更別と帯広の施設が切磋
琢磨しながら大きく飛躍できたらいいなぁ、と思います。今

たデザインです。内覧会を2月26〜27日に行いますので、ぜひお越しください。
コムニの里おびひろは、更別村の施設同様、事業所がある帯広市の介護保険証を有
する方が対象者です。帯広市にお住まいの方で、入所・利用をご希望される方は開設準
備室

担当：林原・村上（介護老人保健施設あかしや内☎0155-55-4165）までお気軽

にお問い合わせください。

レンガ造りの落ち着いた外観

年も皆様にとって良い1年でありますように。
社会福祉法人

博愛会 〒089-1522

河西郡更別村字更別南3線95番地6

TEL：0155-53-3300

FAX:0155-53-3030

各事業者からの活動報告

学童の慰問
12月15日（木）の午後から、更別村の学童児童の慰問がありました。

地域密着型介護老人福祉施設より

コムニの里には毎年この時期に来て頂いています。この日は、グルー
プホーム元気の里更別の入居者様も一緒に参加され、子どもたちの元気

特養では利用者様に季節を感じていただこうと思い、秋に「かぼちゃ

な姿に参加された利用者様の表情が緩んでいました。
皆で一緒に体操をしたり、子どもたちからは、歌の披露やメッセージカ
ードのプレゼント、利用者様への質問コーナーなどがあり、参加された方

団子作り」を企画しました。利用者様と職員が一緒にかぼちゃ団子を作
プレゼントをもらって
うれしそう

りましたが、皆さん、昔を思い出し「良く作ったよね」
「おやつでよく食べ
たよね」などとお話をしながら、楽しそうに召し上がっておられました。

からは笑顔がこぼれていました。最後は、握手でお別れをしましたが、皆

プレゼントをもらい満面の笑み

12月には「クリスマス会」
「餅つき」を行いました。クリスマス会では、

さんは楽しいひと時を過ごされていました。
（畠山）

児童から歌のプレゼント

サンタクロースとトナカイにふんした職員がプレゼントをお渡ししまし
た。みなさん笑顔で、中には嬉しさのあまり涙ぐまれる方もおり、とても
喜ばれていました。
また、餅つきでは「よいしょ！」とのかけ声に職員も奮闘！
「つきたては

ライオンズクラブ慰問

美味しいね」と話されながら召し上がっておられました。
（畠山）
自分で作った団子は格別！

去る１２月１７日、更別ライオンズクラブの皆様から一足早いクリスマスプレゼントと
して素敵な踊りとショーをプレゼントして頂きました。
一つ目は、ボランティアの皆さんによるひょっとこ踊りで、ひょうきんなお面をつけ

利用者様と一緒に
マジックを披露して頂きました

て楽しい踊りを披露して頂きました。二つ目もボランティアの皆さんによるフラダン
スで、踊り子さんたちはおそろいの赤いワンピースを着て、南国風の化粧で素敵な

ヘルパーはどんなお手伝いを
してくれるの？？
【Part2】
今回は入浴介助についてお話ししま

踊りを披露して頂きました。最後は、帯広市から来たマジシャン五十嵐聖二様による

す。全身浴のときには浴槽の出入りを

マジックショーでした。普段見ることのできない見事な手品を披露して頂きました。

含む、浴室での移動、出来ない部分の

みなさんお忙しいところ、素敵なショーをプレゼントして頂き、ありがとうございま
華やかなフラダンス

した。
（伊藤）

訪問介護事業所より

洗身・洗髪、着脱、入浴前の準備・後始
末等安全に自宅にて入浴ができるよう
お手伝いいたします。

餅 つ き
12月28日に餅つきを行いました。当日は晴天にも恵まれ、その名に負けず、粘り強い

また、入浴しない場合でも身体の清
拭、洗髪、手足の部分浴、洗面歯磨き、
ひ げ そり、爪 切りも
行っております。

お餅がつきあがりました。あんこ、みたらし、お雑煮と色々な味を楽しめ、大満足でし

次回は食事介助につ

た。不慣れでぎこちなかった若い職員はヘトヘトのようでしたが、つきあがったお餅を

いてお伝えします。

食べ、精をつけたので、来年も粘り強く頑張ってくれることでしょう。これで2010年の

（留田）

小規模多機能型居宅介護事業所より
小規模多機能では、秋に職員と利用者
様とで一緒につけた大根の糠漬けが食べ
ごろを迎えました。食事の一品としてお出
ししていますが、みなさんからおいしいと
大好評。来年は畑でとれたナスやキュウリ
を漬物にしては、と話し合っています。
１２月は、クリスマスや正月を間近に控
え、クリスマスツリーや鏡餅の準備や色紙
を使った飾り作り等、利用者様と一緒に行
いました。レク
リエーションで
もクリスマスや
お正月の歌を
歌い、気分を盛
り上げました。
（伊藤）

サンタも登場し
楽しく過ごしました

真剣な表情で漬けています

行事はおしまいです。2011年も利用者様や職員が元気・活気・笑顔一杯で過ごせるよう
に願っています。
職員・利用者が一体となった餅つきをコムニの大切な行事として、伝統にしていきたいと思います。
（紅露）

生活支援ハウスより
明けましておめでとうございます。

成人式おめでとう！
！

入居されている皆さんも元気で新年を迎
えました。入居者の方々に、外出の機会をつ
くり、健康的に生活して頂くため、職員が送
迎して1カ月に3回、行っている外出支援が好

今年も、更別村の成人式に出席した新成人の方が、支援ハウスとコムニの里
へ慰問に来てくださいました。
晴れ着姿の女性や立派なスーツ姿の男性と交流し、利用者の皆さんは、目を
丸くして「きれいだね」
「立派だね」などと涙を流し感動している姿もありまし
た。目が薄かったり難聴の方にも、晴れ着を気にすることなく、より添って話か
ける姿に「大人」を感じさせられました。
施設の中ではなかなか見ることのできない日本の行事「成人式」を真近に感
じることができ、来てくださった二十歳の皆さんには本当に感謝しております。
感動をくれた新成人の皆さん、ありがとうございました。
（荻原）

評です。
スーパーに出かけて、日用品等を買い、ち
ょっとしたおやつも買う等、楽しんでいます。
また、昼食を食べに行きたいと要望もあり、
お寿司屋と道の駅に行
き、好きなものを食べて
きました。これからも続
けていきます。
（池田）

通所介護事業所より
〜クッキング〜
11月には、手作りのどら焼きを食べました。生地作りから焼くま
でを皆で作り、沢山の餡で愛情たっぷりのどら焼きとなりました。
皆で作り、一緒に食べると美味しく一味違うクッキングでした。
〜ミニクリスマス会〜
12月24・25日とミニクリスマス会を開催しました。ボランティア
によるフラダンスとひょっとこ踊り、こもれびバンドの方々に参加
して頂き楽しい時間をつくって頂きました。
今年も皆さんに楽しんで頂けるように行事を企画していきた
いと思います。
（紅露）

