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長町

山形市元気あっぷ教室
（長町）
では、利用者様の生活の困り事や状態を確認し、その方に合っ
た目標や運動内容を一緒に考えます。機械を使用した運動や集団での体操を行い、身体機能
の向上を図ることで、困り事が解決できるようにお手伝いをさせていただきます。半年間の
利用ですが、筋力が向上したり、仲間ができたりと皆さんに楽しんで利用して頂いています。

みんなで
楽しく体操！

マシン
トレーニングで
筋力向上↑↑

「応援職員仕事始め」式

会田るみ主任介護員が、福島県の
「被災地介護施設再開等支援
事業(以下、支援事業)」
により7月から3ヶ月間の予定で福島県南
相馬福祉会特別養護老人ホーム梅の香(南相馬市小高区)に派遣
されることとなり、7月2日(月)当地において
“仕事始め式”
が行わ
れました。
“故郷である南相馬の施設に入居したい”
希望者が沢山
お待ちである中で介護職員が充足しない為に受け入れできていな
いとのことで、会田主任介護員が
「みなさんが少しでも幸せになっ
てもらえるように最善を尽くしたい！」
と意気込みを口にすると、会
場となったホールに集まった入居者・職員から盛んな拍手と熱い期
待の眼差しが送られていました。当日は地元新聞社、
テレビ局の取
材が入る中、会田主任介護員は寸暇を惜しむように早速入居者の
皆さんとの関わりを始めていました。この支援事業は2か年計画で
今後山形県済生会の特養から3ヶ月ずつリレー方式で職員が派遣
される予定です。
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6月25日、山形出身の歌手、朝倉さやさんが来荘
されました！朝倉さんと山形新聞社との共同キャ
ンペーンで、山形で働く誇りや喜び、山形で暮ら
す幸せを再確認し発信していこうという取り組み
の一環で、当施設のデイサービスへ朝倉さんが取
材に来てくださいました。
デイサービスでは、朝倉さんも利用者様と一緒
に軽体操をしたり、七夕飾り制作などの活動を行
いました。皆さんは朝倉さんの元気な様子に、孫
を見るように目を細め、大変喜んでいらっしゃい
ました。
ここで働く伊藤雄太介護員へのインタビューも
行われ、朝倉さんの「どんな気持ちを持って働い
ていますか？」の問いかけに、伊藤介護員は「ど
んな人でも、いつかは年を取って誰かの手が必要
になる時が来る。ここにいらっしゃる方々のおか
げで、今の私達がいる。お疲れさま、ありがとさ
まの気持ちで、力になりたい。」と真剣な表情で答
えていました。
朝倉さんも「その想いが利用者様に伝わっている
から、皆さん笑顔なのですね。」とあたたかい言葉
をくださいました。
＊この様子は７月の山形新聞に掲載されました＊

ながまち荘施設長

・洗濯ものが楽に
干せるようになった。
・動くのが楽になった。
・体が柔らかくなった。

悦

利用希望の方は 023-681-7589 までご相談ください。

利用者様の声

幸

9:40 ながまち荘に到着し血圧測定・ティータイム、脳トレ
10:00 機能訓練開始①ウォーミングアップ・ストレッチ、
②パワーリハビリ、集団での体操、③クールダウン
11:30 運動終了。帰宅準備
11:40 送迎出発

田

1日の流れ

峯

★集団での活動になりますので、健康だけではなく、仲間作りも支援しています！
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災害に対しての介護力確保に向けて

教室

!

UP

今年は日本全国で想定外の真夏日が見られ、
それは猛暑、
酷暑というよ
りも「命の危険に関わる暑さ」と表現されるほどになっております。実際こ
の暑さが原因で命を落とされている方もおり、
改めて自然の脅威を感じて
おります。そして、
大阪府北部地震や西日本を中心とした「平成 年７月
豪雨」においても、
多くの方が被災に会い、
そしてお亡くなりになられた方
がいることにご冥福をお祈り申し上げます。
「平成 年７月豪雨」による被災状況としては、
今現在数多くの方が避
難所生活を送られており、復旧まではまだまだ時間が掛かる様に思われ
ます。そのことは各地域によっても状況は異なり、
福祉施設においても例外
ではありません。私ごとになりますが、
現在、
全国老人福祉施設協議会（以
下全老施協）
の副会長を仰せつかっており、
災害担当副会長も務めており
ます。現在、
岡山、
広島、
愛媛を含めた被災県の一部介護施設で水没や床上
浸水もしている状況であります。全老施協では全国各地で ー
（災
D WAT
害派遣福祉チーム）
の調整を行い、
山形からは当荘を含めた済生会の施設
が被災施設に出向き対応している最中です。また職員の派遣に関連してで
すが、
今現在当荘の介護職員が福島の
「梅の香」という施設で働いておりま
す。実はこの度、東日本大震災後に再開出来ずにいた施設がようやく、開
始していく運びとなりました。ただ、
福島県だけでは職員確保が難しい為
に、
全国各地へ職員の応援要請を行い、
３か月間という期間限定で派遣して
いる状況であります。
いずれにせよ、
この災害という問題に対しては日本全国の施設が相互に
連携、
支援していく必要性を感じ、
特に私達、
済生会がその先陣をきって社
会的使命を持って関わらなければならないと強く考えます。引き続き、
福
祉 施 設として災 害 支 援にむけた取り組みに励んでいきたいと考 えますの
で、
ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

山

形 市

朝倉さやさん
来荘！

まっすぐ
切れねな

私こっち
持ってますね！
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長期入所（ホーム）

輪投げ交流会＆県輪投げ大会
山形県老人ホーム輪投げ大会

山静寿にて
済生会輪投げ交流会が
行われました。

！」
「それっ

「入れ！
！」

仲良しのお友達と
お寿司屋さんに行きました。

イオンで買い物
「これなんかどう？」

寿司を食べに来ました。
「どれを食べようかな～」

医務室からの健康豆知識
脱水症・熱中症・熱射病について

体の血液の量が減り、血圧低下がおき

脱水症 尿が少なくなったり出なくなったりします。
体温調整がならず、体温の上昇・めまい・
熱中症 倦怠感・けいれんや意識障害をおこします。
脱水症がすすみ熱中症の重篤化で体温が

熱射病 40℃を越える高体温になり、脳の体温調整
機能が麻痺して死亡に至る事もあります。

熱中症は炎天下だけではない
熱中症は炎天下のしただけではなく、湿度が多い時期や曇り
の日、日中だけでなく夜間でもおこる。また、外だけではなく
室内でも起こる可能性がある。
＜熱中症をおこす環境＞
●湿度が高い
●風がない
●ムシムシする
●急に暑くなった
●日差しがきつい
※体内の熱を体外にうまく放出できず体を冷やせない状況にあるときは、
どんな時・どんな場所でも注意が必要

水分補給はどんなもの？
※水分補給するときは塩分補給も！

水分と塩分同時補給できる
●スポーツドリンク
（ポカリスエット・アクエリアス等）
●経口補水液
（OS-1等）
水や麦茶のときは
塩や梅干しなどを足して塩分補給
緑茶やウーロン茶・コーヒーなどカフェインが入っているも
のは排尿量が多くなるため、注意！
＊飲んでも脱水になるときあるので注意
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セルフケア／水分の摂り方について
高齢者は脱水症をおこしやすい！
！

水分はいつとるといいの？
朝起きた時、食事の前後、入浴の前後
朝と昼のおやつの時間、寝る前などこまめな水分補給

水分は１日1000～1500ｍｌがベスト
でも無理…最低1000ｍｌがんばりましょう
＊水分は水だけでなく塩分も補給
＊一度の大量の水分摂取は逆効果

山寺までドライブ。
天気も良くて、
楽しい外出になりました。

セルフケア／環境や発症時の対応について

ながまち荘の中庭で
花見をしました。

少し肌寒い日の外出でしたが、
満開の桜を見に、車から降りて
五感で楽しみました。
～護国神社～

室内では無理せず、扇風機やクーラーを活用しましょ
う。
外出先で体調に異常
（めまい、気分不快）
を感じたら、
風通しのよい日陰やクーラーが効いている室内に入
りましょう。
ベルトやネクタイはゆるめ、体から熱を放出しましょ
う。アイスノン等で、体
を冷やすことが必要！
できるかぎり早く体温を
下げる。体 調 が 戻らな
い 時は、病 院 受 診しま
しょう！

趣味だった生け花
腕がなります。

「めんこいなぁ」
「上手だなぁ」
千歳保育園、園児の太鼓訪問
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給食委員会より

心を込めて作った
手作り
バースデープレゼント♥
作／長岡洋子介護員
（リース）
勅使河原明奈介護員
（折鶴箸袋）
齋藤未来介護員
（水引）

誕生日の
お祝い膳

ショートステイ
利用者様と
ショートスタッフ

芋煮会

ございます」
「おめでとう

秋の風物詩

「いつまでもお元気に
！」

お花の形の
かわいい手作りクッキー＊

今日のおやつはかき氷

涼！
美味し
い！

入居者も職員も
一緒に水分補給できました。

利用者様にも手伝ってもらいました。

「衣食住」
という言葉に含まれ
ている通り、
【 食】は人が生きて
いく上で大切なものです。
給食委員会は
【食】
を通して、
入居者様の末永い健康と幸せ
をサポートできる様、
これからも
邁進していきます。

護 主任介護員

短期入所生活介

寒河江礼子

が、
イ利用の皆様
シ ョ ー ト ス テ 生活できるよう
て
し
心
笑顔で安
フットワークよ
チ ー ム ワ ー ク、 、仲 良 く 頑 張 っ
くスタッフ全員
ています！！

！
！
がんばって
山形のソウルフード
「どんどん焼き」

給食委員会／齋藤
（未）
介護員

♥

んまそうだべ

デイサービス

認知症サポーター養成講座開催！
こぼさねように…

おやつ作り

ステキでしょ？

済生会なでしこ地域包括支援センター tel. 023-681-7450
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tel. 023-687-0200

恒例のお花見

おだんごも恒例

連絡先

おれんじサポートチームえがお

集いあ
い
たえず
笑顔
あふれ
出す

H30年6月
『大郷地区地域福祉推進会議』にて、地区町内会長
や民生委員・児童委員協議会の方など約40名の方を対象に『認
知症サポーター養成講座』が開催され、なでしこ地域包括支援セ
ンターとおれんじサポートチームえがおが参加させていただきま
した。
内容としては、脳の役割や認知症の種類と症状についての講話
と、認知症の症状のある方への接し方についての寸劇を行いました。
講座終了後に記載していただいたアンケートには、
『 寸劇を見たことで、認知症と思
われる方への声の掛けかたについて詳しく知ることができた』
といったご感想をお寄
せいただいています。今回の講座で学んでいただいたことが、今後の地域活動の中
で少しでもお役に立てれば幸いです。今後も認知症の方への対応についてなど、ご
要望等あればお手伝いさせていただきたいと考えておりますので、ご興味のある方
はいつでもお声がけください。

真剣です…。

てぬぐいで
「あずま袋」を
作りました。
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平成29年度ながまち荘決算状況
資金収支計算書

（単位 : 円）

（自）平成29年4月1日

事業活動計算書

（至）平成30年3月31日

（単位:円）

事業活動収入

612,038,078

サービス活動収益

611,325,981

事業活動支出

570,460,977

サービス活動費用

583,461,428

事業活動資金収支差額

41,577,101

サービス活動増減差額

27,864,553

施設整備等収入

852,000

サービス活動外収益

2,855,277

施設整備等支出

42,343,452

サービス活動外費用

1,597,819

施設整備等資金収支差額

△ 41,491,452

サービス活動外増減差額

1,257,458

その他の活動収入

63,615,147

特別収益

22,323,970

その他の活動支出

59,501,187

特別費用

52,246,021

その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額

4,113,960
4,199,609

特別増減差額
当期活動増減差額

△ 29,922,051
△ 800,040

前期末支払資金残高

234,169,966

前期繰越活動増減差額

262,968,595

当期末支払資金残高

238,369,575

次期繰越活動増減差額

262,168,555

貸借対照表

（単位 : 円）

資産の部
流動資産

265,920,519

基本財産

247,850,490

その他の固定資産

96,044,553

資産の部合計

609,815,562

負債の部

ホーム
事務員

本間

ホーム

直輝

H30年4月～

流動負債

57,706,212

早く仕事を覚え、職場の戦力とな
れるよう頑張りたいと思います。

固定負債

44,266,104

ホーム

負債の部合計

准看護師

鈴木

貴子

H30年4月～
4月より愛日荘より異動してきまし
た。どうぞよろしくお願い致します。

デイサービス

101,972,316

国庫補助金等特別積立金

245,674,691

次期繰越活動増減差額

262,168,555

鈴木智太郎

高橋

507,843,246

H30年5月～

H30年4月～

純資産の部合計
負債の部及び純資産の部合計

609,815,562

※財務諸表の詳細については、ながまち荘事務室において
閲覧できます。

H29.4 月～H30.3 月は
苦情はありませんでした。

介護職員

利用者様の事を第一に考えて支援
して参ります。まだ未熟ではあり
ますが、よろしくお願い致します。

よろしく
おねがいします

新職員紹介
NEW FACE

編集後記

作業療法士

春奈

笑顔で頑張りたいと思います。
よろしくお願い致します。
おれんじサポートチームえがお

保健師

舩田真理子
H30年4月～
誰とでもすぐに仲良しになること
が特技です。笑顔で頑張ります。

今年はEPA（経済連携協定）
よりインドネシアから4名の外国人介護職の方が新たに施設の仲間入りをしま
した。自立支援介護の基本的なケアはもちろんですが、外国人介護職のみなさんと協力しながら、今後施設と
して国際貢献により取り組んでいきたいと思います。

広報委員／岩﨑勝也、後藤順子、山川直美、佐藤郁恵、樋口麻里、江口智佳子、高見友郁、三浦真澄、齋藤仁美

大場智子、鈴木貴子、後藤牧子
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