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鼎会理念

1、優しさとたくましさを備え、人間尊重を基本と

した、サービス提供を行います。

2、提供事業を通して地域社会に貢献します。

3、常に真撃に研鐙を行い、利用者へ還元します。

4、協調と協力を旨とし、全員で高齢者とその家族

の方を援助します。

鼎会設立理事
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かなえ10年のあゆみ

開設10周年にあたって

理事長

中村　芳生

早いもので、平成23年3月で開設10周年を迎えます。

法人としては、平成12年11月10日に社会福祉法人「鼎会」設立の認可を頂き11月27日

に法人登記をいたしました。

「鼎会」誕生のエピソードを回顧すると感慨深いものがあります。

医師、歯科医師、薬剤師、合わせて12名というちょっと変わった理事構成。まして10年前

は全員若手と言われた30代、40代でした。理念としては一点の曇りもありませんでしたが、

色々なご指摘を頂き、また既にご逝去された方々もおられますが、色々なご支援を頂き、正に

管が作った「鼎」ではないかと思います。多くの市民の方々や関係各位に感謝申し上げる次

第です。

措置から契約へと制度が大きく変わる介護保険制度のスタートの時期とも重なり、10年

先、20年先を見据えて施設を作ろうとしてきましたが既に10年を迎え、将来を見据えるとと

もに反省もしていかなければいけない時期にまいりました。

これからの課題といたしまして、さらなる超高齢化を迎えるとともに、介護保険制度の改正

もあり、取り巻く環境は厳しさを増していくものと思われます。安定した施設運営をしていくと

共に、ご利用者の方々に満足を頂くという命題に応えるべく努力していく所存です。そのため

には、職員一同鼎会理念にもあります、

1．優しさとたくましさとを備え、人間尊重を基本とした、サービス提供を行います。

2．提供事業を通して地域社会に貢献します。

3．常に真撃に研鉾を行い、利用者へ還元します。

4．協調と協力を旨とし、全員で高齢者とその家族の方を援助します。

を職員一同、初心に戻りまして実践できるよう努力してまいりますので、関係各位のさらな

る御支援御鞭達を賜りますようお願い申し上げます。

4



かなえ10年のあゆみ

開設10周年に寄せて

前施設長

村中　由喜子

「鼎会」設立までには、理事の方々には色々とご苦労がお有りでしたがここに開設10周年を　　蓋

迎えられ心よりお祝いを申し上げます。

施設長として約9年間勤めさせて頂きましたその間特に心に残った事を記させて頂きます。

○屋上の菜園について

屋上に50坪の菜園があります。利用者の方が車椅子で参加出来る様設計されたものです

が開設当初は、まず土作りから取り掛かりました。生ごみを処理した肥料を使用し、四季の花

や野菜を栽培し、散歩コースとして又収穫された野菜は食材の一部として使用しています。

○ユニットケアについて

平成14年3月1日にユニットケアの施設として開設しました。ユニットケアの経験者も殆どなく

研修会参加、施設見学、物品整備など緊張の毎日が続きました。

平成15年6月に個室2ユニットが正式にユニットケアとして認められました。平成16年1月に

ユニットケアの生みの親でもあり第一人者の武田和典氏が来訪され指導を頂きました。

氏は、各ユニットを回られ、ケアマネージャー、介護主任、リーダーに具体的にアドバイスをし

て頂き次回の来訪までに宿題を頂き、少しづつ施設が生活の場として変わっていきました。3回

目の来訪後ユニットケアについての講演をして頂きました。ハード面と真のサービス精神の大切

さを学びユニットケアを進めました。

○福祉サービス第3者評価受審について

平成20年1月受審し、概ねよい評価を頂きました。施設が取り込むべき課題も明確になり受

審をきっかけに地元自治会に入会し地域とのつながりの糸口となりました。

私自身は管理職として大小様々な反省点もあり、責務が十分果たせなかった事を心苦しく

思っていますっ在職中皆様の御協力に感謝し、「鼎会」が地域に無くてはならない施設でありま

す様お祈りして筆を置きます。
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かなえ10年のあゆみ

早いもので「かなえ」が開設されて10年、私も「かなえ」に就職させて頂いて10年が経過しました。

開設当初は居宅介護支援事業所で介護支援専門員として在宅の方が住みなれた自宅で生活が続け

られるようにお手伝いをさせていただいておりました。自分自身とてもやりがいを感じておりましたが、

その後、特養の生活相談員という考えたこともない部署への異動を命じられ戸惑いながらも、介護支

援専門員とは違った関わり、業務の中で、入所者様、ご家族様と施設の架け橋になれるようにと心がけ

てきました。

開設当初から現在まで私を含めて9名の生活相談員が在籍しておりました。それぞれに対応など違い

はあるとは思いますが、「入所者様、ご家族様にとって過ごしやすい施設を！」という思いで日々業務し

ております。

これからも、皆様にとってよりよい施設となりますよう職員一同努力していきたいと思っております。

転身

施設介護支援専門員

介護支援専門員

杉本　久美子

一人一人の生活を支援していくケアをということで、ユニットケアを行っている施設見学にいき、どう実

現していくのか考えた。時にはユニットケアという言葉に迷ったり、10人おられれば10人の生活があり、

どの方も大切でどう支援したらよいのか悩む事もあった。しかし先輩が10年はかかる、とにかく一緒に

働く人たちが困ったときは力になってくれるから、困難があっても前へ前へ進みなさいと何かと声をかけ

てくれた。

そして、私は常に10年先を見て歩いてきた。もう少しで10年。介護保険制度の改正に伴う事や個別の

ニーズに応じて、様々な事を理事の方々の専門的知識の力をお借りしながら、ご本人、ご家族、「かな

え」の職員全員で協力しながら行っている。

「かなえ」で過ごされる皆さんの日々の暮しが穏やかでよりよいものとなるように、それぞれの専門職

がそれぞれの力を発揮できるよう、これからも本人主体の個別の生活が実現できるよう皆で力を合わ

せていけたらと思う。
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かなえ10年のあゆみ

特別養護老人ホーム「かなえ」が開設し、十年目を迎えられた事を心よりお祝い申し上げます。

社会人としても、福祉事業に携わる人としても初めての状態であった自分が、「かなえ」に勤め始めて

五年。右も左もわからないまま、ただ『入所者さんに対し何をしていけば良いのだろうか』ということを考

えていました。身内が福祉事業に携わっていることや学校で学んだこともあり、知識・経験などが無い

わけではなかったのですが、『入所者の方々』と向き合うことが怖く、また不安がたくさんありました。そ

んな自分ですが、入所者さんからもらう『ありがとう』や『楽しかった』の言葉や笑顔があり、他のスタッ

フの助けもあって「かなえ」での仕事を続けていくことができました。

「かなえ」は十年目を迎えましたが、これから先二十年、三十年と続き、地域やご家族の皆様、入所者

の方々に必要とされる福祉施設であってほしいと思います。今後も「かなえ」が皆様にとってより良い施

設（家）となるよう、スタッフ一丸となり努力していきたいと思います。

介護課

介護課長

吉岡　広美

2002年、3月に特養「かなえ」が開設して、翌年にユニット型特養を開始し、その日から理念である

「人間尊重」を基本に「個別ケア」をハードとソフトの両面から展開をしていくという挑戦が始まりまし

た。とはいえ開設当初、介護職員総勢39名（パート含む）。内、施設経験者11名（うち特養経験者2

名）、新卒職員10名、未経験者18名という厳しいメンバーでのスタートでした。

開設して間もない頃は、苦労や失敗の連続でした。そして10年間、何人もの介護職員が入職しては

辞めていくという現状を繰り返してきました。

しかし、介護職員一同「介護」において何が大切なのか一生懸命考えて日々取り組んできました。そ

して原点である「その人らしさ」「個別ケア」にこだわりを持ち続けてきました。頑張っていること、まだ

まだ進行形のことなどいろいろあります。ですが、入所者の方、一人ひとりが、「かなえ」の主人公として

暮され、素敵な笑顔を見せて下さっていることが私達、介護職員の一番の喜びであることを感じなが

ら、これからもその笑顔を絶やすことがないようなケアを目指していきたいと思っています。
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かなえ10年のあゆみ

居宅介護支援事業所

介護支援専門員

谷　　美希

10周年おめでとうございます。

10年一昔といいますが、「かなえ」で働かせていただいたこの10年はとても早かった！

10年前、かなえ介護保険相談室への辞令は正直、「私にできるの？」と悩みながらのスタートでした。

（今も迷走中ですが…）職場や関係機関、他の先輩介護支援専門員の方にアドバイスやご指導をいただ

きながら、なんとか今日まで続いています。

不思議な事に、歴代かなえ介護保険相談室の介護支援専門員はなぜか血液型が全員B型！科学的

根拠が解明されていないにも関わらず、血液型で人を分類するのはどうかという意見がありますが、か

なえ介護保険相談室に関しては今のところ100％B型なのです。一般的には敬遠される傾向にあり、個

性的でマイペースといわれるB型は意外と介護支援専門員向きなのかもしれません。

かなえ介護保険相談室介護支援専門員。これからも、どんな困難事例にもマイペースで対応していき

ます。（多分きっと…）

平成14年2月1日、「かなえ」に就職した頃の私は、まだ、若かった！

10年の間に（笑い）しわを刻み、老眼鏡が手放せなくなった私に、人生の先輩である利用者様は、

「50代は、花よ。」と言ってくださる。気を良くした私は、一生懸命働く。

特別養護老人ホームに3年10ケ月勤務し、その後、ヘルパーステーションに異動となった。施設内の介

護と、利用者様宅を訪問しての介護の大きな違いに戸惑いが大きかった。利用者様宅へ訪問するので

あるから、それは、それは、「利用者様本位」の一言に尽きる。気に入られなければ、「帰れ。」である。

あるお宅を訪問したときのこと、朝食の片付けをされているその人に見覚えがあった。ショートステイを

利用されたことがあったのだ。ショートステイ利用中は、静かで活気を感じられなかったその人が、自宅

では、なんと輝いて見えたことか。「介護が必要となった場合においても、可能な限り、その居宅におい

て、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう援助するもの。」という訪問介護

の基本方針を実感した瞬間であった。
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かなえ10年のあゆみ

生活相談課
ミ　　　　　　　▼▼▼▼▼▼－－－＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿－．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一・・．＿＿＿

入所申し込み関係、入所・退所の関連業

務、ショートステイ利用に際してのご利用者

様、ご家族様、居宅の介護支援専門員との調

整、不在者投票時の手続き、カメラマンなど

施設におけるさまざまなことに携わっていま

す。

源内　崇司…　生活相談員の源内崇司で

す。相談員としては新米です

がこれまで介護の現場で働

いていた経験なども活かし

て円滑によりよいサービス

が提供できるよう努力して

いきたいと思っています。宜

しくお願いします。

魚谷理恵子…　生活相談員の魚谷理恵子で

す。ご利用者様が安心して

快適にご利用していただけ

るサービスを心がけて、日々

努めさせていただいており

ます。今後とも宜しくお願い

いたします。

20

瀞聯野馳潮説き】・稲澗澗薪評語由甜照塩漬講惑

広瀬　千枝…　生活相談員の広瀬千枝で

す。私も相談員としてまだま

だ新米ですが、「かなえ」を

利用されておられるご利用

者様、ご家族様に満足して

頂けるサービス提供を常に

心がけ努力してまいります。

宜しくお願いします。

末虜　美子…　兼務業務が多く、相談員の

仕事を十分に手伝うことが

できませんが、皆様にとって

ご利用しやすい施設になり

ますよう心がけております。

お気づきのことがありました

ら、遠慮なく声をかけてをし

て下さい。



tZ

〇本羊tへユG9年ユ新明、対韓㌢封孝㌍帥7更〉￥二卜左言一幸

と∠｛宣旨勧蔓草α茸箪笥革抄を、主宰耳より齢り・ユαtへ葦t小字1号t針羊市域燵畢　…壬弼　準苺

手写輿梗寧

○＿〔掌り笛マ＼岸はヤ沌ユ1

マ旨一也「マ葦埠」隼彩与？阜羊Ⅵ妥恥憎’〉1t　劃沌苛つ葦ケ封切堆辰麓幽　立Ol与等　…去皆　勤壬
〇本羊しへ

ユG誰嬰ケ日を了㌢対岸等tへユ1ご軒〉1寮、q韻孝等二つ挙動α貴酬空ニ○立6ユ1我Y　…革官　主目
○＿←atへ等妄りユ軍積年与埠昭二ユ1年彪

ケ臼、ら了㌢新訂写りユG苗ニケ宣ひ箸華こ、V立二才「○：㍗㍉甘冒ユ1埴Y二ウマ導く寧」…幸　　平叩
0－膵1：須小鰭浮〉19才泰郎ご　ヰ立V雄￥GMひ智　…主著　等ヰ

？阜羊、へ苗マしへ等妄りユ1

年養99、年Ⅵ二二昭雄尊卑封等、ら7㌢妄ユ瀞君孝挙国・整杉葦を7㌢対話￥、へユG苗

マ聾浮等α　鵠＝斜度田植α〉客年aV－、ユG￥転二つ97駁孝立尉Ol三軍「マ葦埠」…幸朝　乎叩
C阜立車Ot（初剋UnマG管○岸1封汗膵ユ畝養い門佃

⊇て巨へユ19章二卜　占蟄ユ1り′葦、＝憧苛を身孝記義挙謝ひ製品α暴坦Y、q了勧業幽　…去￥　叩害
〇本よしへ￥q章

二咤79半田二つ壬丁沌記島野剋α影目鼻羊、ら雷管宅立を亭蔓延撤○…岸1立償い新野洋
○：ソ1羊宅凶小字轟等常幸と∠ィ、羊はゝ′古」α蜂辰豊凶、中寺ひ財封零由利溜　…壬胡姜革装

○畢苦α掛値判事孝Yh′」∠管阜凶二つ⊥軸・専決、蛸鵬司煉畢⑥　○琴肇苦ひ∠ヰ謝口重

○囁杉α謝9本挙与には俊丑掴司煉単、呼ユⅥ責盈諜沌早挙掴畢判＝憧堤司言

○隠畝卸鰍卵割那配錐畑帽相場個1日′牽き

登⑳瀾臓姻離銅∵翠等呼

－二＝＝＝＝＝

責苛謝凶等剥励む＼ノ旨撒蔓載ユ、Gニ怠Y

事拳畠・轡葡・∠41rヰ…一々・倒去単軸・楽座帯畢至

封著盟主ふくTl〔乙イ十二や暑苗婁回t＝†重責

（町袈㌧㌧‖ノ1姫噺）媚俊挙動∽回l二極至

烏富砺・型揮要事・首掛か王那粥粧婚瞞性儲劇毒

〃ムT一封建勲・懲執ひ目撃亘

千石輿植畢・濃岩暑



かなえ10年のあゆみ

施設介護支援専門員

施設サービスをご利用の皆様のニーズに添いながら、日々支障なく暮らせ、少しでも自分が出来るこ

とが続けられるよう支援していきます。

また、今まで過ごしてこられた人生の中での自分らしい暮らしが、できるだけ施設でも継続できるよう

に多職種と連携しながら支援していきます。

①ご本人、ご家族、多職種と相談しながら、ご本人にとってよりよい暮しが営めるよう施設サービス計

画書を作成いたします。

②施設サービス計画書どおりに実施して効果を挙げているか、生活に支障はないか、変更点がないか

多職種と一緒に確認しまれ変更点があれば、ケア調整などを行います。

③栄養ケア計画書・個別機能訓練計画書を多職種と一緒に作成いたしまれ

④市から委託された認定調査を行います○

⑤ご本人、ご家族からお受けした相談や要望には、多職種と連携し（施設全体で）対応していま弟

⑥多職種と連携し、日々、安心・安全に過ごしていただけるよう支援していきます。
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かなえ10年のあゆみ

24

機能訓練課
こ＝二二二＝二二＝＝＝∵酬O T二二二二＝二二二＝二二二三

毎週月曜日～金曜日に各ユニットをまわり、入所者さんのリハビリに関わらせて頂いていまれ

☆体が硬くならないよう

体を動かしたり、マッサージ

☆絵画教室（毎月第四水曜日）

☆映画鑑賞（毎月第四月曜日）

☆散　歩

☆園芸（随時）

☆レクリエーション

など、など・‥

入所者さんの楽しみが
も、1噸噸蜜」一つでも増えるよう新しい活動を増やし

たくさんの笑顔が共有できる場を

設けられるようこれからも

機能訓練課として、できる活動を

行なっていこうと思っています！！

現在、機能訓練課は作業療法士1名、機能訓練指導員1名で成り立っていまれ
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Aユニットでは、毎月おやつ作りをしたり、誕生日会

を行い、入所者の皆様に楽しんで頂いています。

時には、外出をしたり、屋上を散歩するなど、外の

空気に触れ気分転換が図れるようにしています。四季

折々の風景を見て、感じて、毎日活き活きと、楽しく暮し

て頂きたいと願っています。

また、3月には満100歳を迎えられる入所者様がお

られ、一足早くお祝いをしました。

＝J LJ　しいJ H　｛i l i　　　　　｛　　　　　　　　　亡、′　ぎ　　，

謬霞ぎ享

お好み焼きを作りました。

誕生日会のプレゼント贈呈です。

錦帯橋で犬と一緒に

掠りました。
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天気の良い訓こ屋上を散歩しましたこ

花束の前で記念撮影です。
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はじめに、当ユニットは施設2階の南東に位置し、快晴の日には食卓に朝日が燦々と降り注ぐ気持ち

の良い場所にありまれまた、お部屋の廊下に隣接する一角のテラスには、外の景色を見渡せる程の大

きなガラス扉がありまれ気分転換に一歩、外へ出ると、ウッドデッキと共に花壇の花々や観葉植物が

四季折々に出迎えてくれます。

現在、Bユニットでは、男性8名、女性8名の計16名の方が生活をされており、比較的、自立度の高

い活発なユニットです。

入所者の方が生活させれるお部屋は、昔懐かしい和室をイメージとした障子が仕切りとなり、個人

のプライバシー保護も考慮した落ち着く空間となっております。

日々、ご家族の方も頻繁に面会に訪れて下さり、入所者の方やご家族の方のご意向を伺う機会も多

く、大変感謝しておりま弟

私達、職員もそのご意向に応えようと、日々、努力をしておりますが、まだまだ未熟ではありま弟

今後も「関わり」、「触れ合い」を通して、入所者の方が「かなえ」で暮らせて良かったと思っていた

だけるケアが展開できる様、もう一度、初心に戻り、入所者の方、ご家族との「杵」を大切にするユニッ

トを目指していきたいと思いま弟　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bユニット職員
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かなえ10年のあゆみ

Cユニットの職員の中にはお菓子作りや、太鼓、音楽などそれぞれが得意な分野を持って

おり、イベントを企画し、入所者の皆様に楽しんで頂く機会を作っています。

ご家族との外出の機会も減っている入所者の皆様に、楽しいひと時を過ごして頂けるよ

う、毎年春になると入所者の皆様や、ご家族、職員で花見に出かけます。普段は、交流の少

ないご入所者様同士も外の空気に触れると自然と笑顔になり、会話も増えます。
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かなえ10年のあゆみ

Dユニット

Dユニットは、4人部屋の多床室が6部屋で、24名の入所者の方々が生活しておられるユニットで

す。かなえ内において最も大きいユニットになります。

職員は常勤8名、パート2名の10名で、24時間のお世話をさせていただいていま弟職員の年齢

層は20代から60代までと幅広く、介護職の経験年数も新人から10年以上のベテランまで個性あふ

れる面々で弟それぞれの個性や特技を活かして、チームワークをもとに日々の職務に取り組んでいま

す。

Dユニットに入ると、まず1階ショートステイからの大きな吹き抜けがあります。その周りを取り囲むよ

うに廊下があり、居室やトイレが並んでいまれそして、一番奥に入所者の方々の主な生活スペースとな

るリビングがありま弟リビングでは、食事をしたり、テレビをみたり、くつろいだりする、余暇を過ごす

場所となります。時には、生活を共にするという意味で、入所者と職員と一緒に調理をしたり、おやつ

作りをしています。

さて、ユニットケアというところでは、Dユニットは24名の入居でユニットとしては大きく、ユニットケ

アとは言えません。しかし、ユニットケアの目的である「個別ケア」を行うことは不可能ではないと思い

まれ生活のために、必要なキッチンなど備えられたスペースで、いろいろ工夫して家庭的な環境を演

出して、入所者の方々が自分の生活の場として感じていただけるように努力していまれ

重度の方が多く、なかなか自分の意思での生活は送ることが困難ですが、できる限り一人ひとりの

意思を尊重して、自立支援でいうところの入所者本位のケアを目指してユニットを運営していきたいと

思います。

Dユニットリーダー

西村　大史

国立工業高等専門学校より進路変更し介護

福祉士養成校を卒業し、「かなえ」オープンより

お世話になっています。

入所者の立場では安心して生活できる、家族

の立場では安心してあずけられる、そんなユニッ

トを目指しています。
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．奴、三三二二琴要撃軍苧

かなえ10年のあゆみ

誕生日会で
ご家族と一緒に外食する。

錦帯橋へ桜を見学に外出する。

秋の大運動会の様子。

100歳のお祝い記念会の様子。

38

屋上や中庭を散歩する。

雛祭りでちらし寿司を作って食べる。

敬老会の様子。 2ケ月に一度開催のスナックかなえの様子。



かなえ10年のあゆみ
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ショートステイ
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在宅の要介護又は要支援の方々が、短期間の入所をされており

日常生活上の介護・支援をさせていただいております。

ご自宅での生活の延長の様に、「かなえ」のショートステイがな

りますよう、生活パターンを把握し、環境を整え、可能な限りの対応

をさせて頂いております。

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　－　　　　　　　　　　　　‾
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ショートステイ食堂
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かなえ10年のあゆみ
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Lグループホームかなえ－・
l　′ギIl　　　－プ」＿－J．．Jヽヽナナ・手

地域とのつながり　少しずつではありますが、地域とのつながりが広がっていまれ

2ケ月に1臥地域の方、ご家族、行政

の方を交えての会議が義務付けられ

ています。いろんなご指摘をいただき・

サ＿ビスの向上につなげています。　妄｝一一州

釜瀬先生よりいつも季節

ごとの素敵な手作り花器を

いただいています。

ホームでは作れないような

プロの洋食をケータリング

でいただいていまも

行事　慣れ親しんだ季節感のある行事に取り組んでいまれ

毎年錦見地区の

どんど祭りに参加させて

いただいています。

お彼岸には欠かせない

ぼた餅を作っています1

やっぱり手作りは美味しい

∴一．三＝ミ‥∴了二＿

毎年玄関前で花火をして
います1風流な線香花火が
一番人気です。

これまでビンゴや手品、

演奏などいろいろな

催し物をしていますも

おでかけ市内は無論のこと、宮島、大畠、柳井など色んな所に出かけました。

平成16年の秋に

ご家族との

日帰り旅行で

宮島まで行きました。

平成22年の10月に

ある入居者の里帰りを

兼ねて行ってきました。

この10年間、これまでグループホームかなえを支えてくださったご家族の皆様、地域の皆様、そ

おわりにして入居者の皆様、本当にありがとうございました。これからも皆様への感謝の気持ちを忘れるこ
となく、日々精進していく所存ですので今後とも暖かい見守りと応援をよろしくお願いいたしま弟

44



＿、、L、．。＿＿二二▼、，一1．ご1＿＿，一，∴∴J＿∴．▼・瘡．一髪，＿三千と二子＿・二㌻

かなえ10年のあゆみ

●窓口対応　●会計処理

●介護保険、利用料請求

●勤務に関する書類チェック・処理

他にも消耗品の在庫確認及び注文なども

行っております。

●ショートステイの入退所時の送迎運転

●特養入居者の病院受診時の運転

●施設内の設備の補修、点検

社用車の手入れや施設周辺の美化活動も

行っております。

久行　洋

（事務主任）

業務内容
・介護保険の請求業務、勤務に関する書類のチェック（勤怠管理や勤務表作成など）
・保険請求内容からの入金の確認、利用料の入金整理
・忘年会などの職員行事の幹事
・運転業務のフォロー、社用車のメンテナンスの管理

・職員の給与計算、雇用保険手続き、必要物品の注文

他の事務職貝に助けられつつ、日々業務に励んでおります。

牧平　善意

（事務）

業務内容
・会計業務の管理全般

・業者への支払い、通帳管理
職員の給与計算、社会保険や退職金手続きなど

事務全体のフォローをきっちり行っています。

森下　由香

（事務）

業務内容
・介護保険請求に係る請求ソフトの実績入力、さまざまな書類の整理
・窓口に近いため、窓口への応対は1番多く行っております。

事務の縁の下の力持ち的存在です。

村岡　拓也

（介助員・

防火管理者）
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業務内容
・ショートステイの送迎や入所者の病院受診時の社用車の運転
・施設内の設備の点検、補修

様々な観点や豊富な経験から、施設設備維持管理のための提言を行っています。

田中　孝幸

（介助員）

業務内容
・ショートステイの送迎や入所者の病院受診時の社用車の運転
・施設内の設備の点検、補修

オープン当初からの生え抜き職員。施設の設備内容は何でも聞いてください。
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かなえ10年のあゆみ

［訪問介護事業所］ヘルパ「ステーションかなえ

介護が必要になった場合においても、可能な限りその居宅において、生活していただくための支援を

しております。利用者様の心身の状況に応じ、掃除、洗濯、調理、買い物などの生活援助、入浴、排胤

食事、デイサービスへ行く身支度などの身体介護があります。家族の方や担当の介護支援専門員、他関

係機関などと連携を取りながら、利用者様のニーズに合わせて支援しております。サービス提供責任者

2名と登録ヘルパー7名の小規模ではありますが、月1回のヘルパー会議と年間10回程度の研修を行

い、質の高いサービスが提供できるように、情報を共有し、チームワークの充実を図っています。
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かなえ10年のあゆみ

施設の催し物

50



lS

甲鱒茶
すう、葦蕎折衷宮森壷喪章

善戦表扇轟T▼‾　‾仙川「

目9～打l

尊顔響砂尭OL　署等将

嘗葦渾蛍池



かなえ10年のあゆみ

施設の催し物
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