


＼ 「アクティブ福祉 in 聖風会'18」結果 ／

　2018年11月6日にアクティブ福祉 in 聖風会 ’18を北千住のシアター1010で開催しま

した。

　アクティブ福祉 in 聖風会は、08年より始まり、今回で9回目の開催となります。日頃の

介護現場での取り組みや実践、施設あるいは部門全体、個人、グループによる研究など、

小さな発見から大きな実践まで各施設での様々な取り組みを発表する場です。

　3年ぶりの開催ということで “アクティブ福祉 in 聖風会再び ”と、前回以上に盛り上げ

るために事前に広報ポスターを作成・掲示し、各部門に貼り出し、職員全員へ周知を行い

ました。広報担当もポスターに載せるためのキャッチコピーを考えたり、デザイン案の検

討に携わりました。事前にポスターを貼ったおかげで、各部門の発表者、発表内容が周知

され、発表者であった私は「アクティブで発表するんだね。頑張ってね」と声を掛けてもらえ、

当日参加する職員もそうでない職員も皆で盛り上げる空気が法人全体に広まっていました。

　いよいよ本番当日。会場では着々と準備が進められ、

発表者は事前にパソコンの動作や発表時間等の確認を行

いました。確認の様子をみても各部門でしっかりと準備、

そして練習が行われてきたことがうかがえます。しかし発

表者の皆さんも大きな会場を前にすると、「10分で発表き

ちんと終えられるかな？！」等の不安の声も聞かれたり、

発表席に座る姿がなんだかソワソワしていたりと、緊張し

た様子でした（私もその一人です）。

　そういった発表者の姿が伝わり、会場全体に緊張感の

漂う中、発表がスタート。手作りの応援グッズを持って応

援している部門、自分の部門の発表の前に「頑張れ―！」

と声をかける部門など様々な応援の形が見られました。

地域サービス課　大島智文
『居宅介護支援事業所が行う地域交流の効
果について』
～和む会を通じて発見できたこと～

生活サービス課　伊藤美幸
『利用者とともに成長を楽しむ園芸活動』
～生活の楽しみがもたらす効果～

地域サービス課　宮田武彦
『笑顔生み出すオリジナル体操完成まで』
～「ご利用者に楽しんでいただきたい」
新人職員の気持ちを実現するために～

生活サービス課　前島雅紀・野口文子
『海外から来た新しい仲間
 共に働き成長するために』
～「戸惑い」から「助け合い」への変化～

地域サービス課　渡辺里香・中村通隆
『「ぐらんぱ扇」誕生までのＫＩＳＥＫＩ！』
～介護保険施設として男性の居場所づくりに貢献し
た事例～

生活サービス課　中山栄理子
『やりがいや働きやすさにつながる認知症ケ
アカンファレンス』
～Ａさんの行動障害の改善への取り組みから～

生活サービス課　宮下綾乃・涌井美保
『不適切な対応を撲滅し、適切なケアを実
現するための取り組み』
～六月式まごころ計画の実践～

（※「アクティブ福祉 in 東京 ’17」最優秀賞を受賞し
ているため審査対象外）

　その姿を私は発表者側から見ていましたが、この日ま

で職員全員で実践・研究に取り組み、協力しながらここ

までやってきたんだなと感じました。発表者としては、皆

の応援もあって緊張がほぐれ、落ち着いて発表することが

出来ました。どの部門の取り組みもとても素晴らしく、参

考になるものばかりで、しっかりと課題と向き合い取り組

んでいることを改めて知りました。この取り組みを部門だ

けのものとせず、法人全体で広めていきたいと思います。

　日々のご利用者との関わりや取り組み、職員全体で取

り組み努力していることなどを他の部門に発表する機会は

なかなかありません。研究発表に参加することで自分たち

のモチベーションや自信につながっていきます。私自身、

発表に携わりとても貴重な経験をさせていただき、自信に

つながりました。このような機会に恵まれて、感謝してい

ます。

　今回の最優秀賞部門である花畑部門は、来年の「アクティ

ブ福祉 in 東京」に挑戦します。また皆さんで、法人の代

表を応援しましょう！

（六月部門　涌井美保）

手作りうちわを使って応援していました

取り組みを実践してみました

最優秀賞受賞の花畑部門、応援してくれた皆と記念に

取り組みを発表中の様子

本番当日

「アクティブ福祉 in 聖風会」は法人の一大イベント

～ アクティブ福祉 in 聖風会に参加して ～
法人内研究発表大会
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　2006年に地域包括支援センターと共催で介護をして

いる家族を対象に交流会がはじまりました。その後2016

年に事業所移転に伴い、ケアマネジメントセンター単独で、

３か月に一度開催し、毎回7~8名の方が参加しています。

　介護をしている家族同士で悩みや情報の共有、居場所

づくりを目的としています。参加者の方に親しみを持って

参加してもらえるよう、会の名称を参加者の方々に考えて

いただき、「和む会」という名称になりました。

　会を運営していくにあたり、参加者の減少及び固定化が

進むようになりました。その当時、参加者を当事業所と契

約している利用者、その家族に限定していたので、上記

の問題を解決すべく、地域に広くよびかけました。

　また参加者に継続的に会へ興味を持ってもらえるよう、

参加者の知りたい内容、興味関心を聞きだし、それらの

事項について取り組むことに努めていました。

　このような取り組みを行った結果、参加者が友人・知人

を連れて参加するようになり、新たな出会い、つながりを

生む場所になっていきました。そして、参加者のニーズに合っ

た話題を提供することにより、参加意欲の向上につながっ

ていきました。

　12月19日開催の「和む会」を実際に見学させてもらい

ました。この日の参加者は7名。花畑あすか苑の管理栄

養士による栄養講座から始まっていました。管理栄養士

関口職員から、塩分の取りすぎ予防、身体を温める食品・

冷やす食品などについての講義と、参加者が日頃行って

いることへのアドバイスなど、すぐに役立つ内容に、参加

者の方からも話が絶えることのない様子でした。

　後半は「2018年の振り返り」を行い、大島職員より、

参加者の方が1年前に立てた目標の達成度を伺っていまし

た。ほとんどの皆様が目標を達成しており、ケアマネージャー

3名も参加者の目標を把握していて、一緒に喜びを共有し

ていたのが印象的でした。

　1時間ほどの時間でしたが、笑顔溢れる、名前の通り「和

む会」でした。

交流こそ活動の原点！

　会の終了後に大島職員に今後の抱負を聞きました。

　「普段、私たちケアマネージャーは要介護の方を相手に

することが多いですが、本会はそうではなく、地域の人と

情報交換・提供、交流ができる点に意義があります。ケ

アマネージャーが地域住民の方と交流ができることを活か

し、今後も活動が続けられるように取り組んでいきたい」

と話していました。最近では、今回の管理栄養士のよう

に専門職に話を伺う機会を設けるなど、会の質の向上に

努めています。今後の「和む会」の活動に乞うご期待！

（花畑部門　濱野寛和）

管理栄養士・関口職員から食事で気を付ける点について話をしている様子

参加者の皆さんで記念撮影

「2018年の振り返り」を参加者の方それぞれ発表いただきました

大島職員

「和む会」とは？

笑顔あふれる楽しい会

参加者の意欲向上のために

『居宅介護支援事業所が行う地域交流の効果について』
～和む会を通じて発見できたこと～

最優
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『クローバースマイル』広報担当は年に２回、広報誌を発行するだけではなく、
当法人全体の広報を盛り上げていけるよう、広報に役に立つ研修を受講しています。

今回は写真撮影のコツを学んできました！ 

研修を受けて、広報担当が2つのチームに分かれて、実際に撮影を行いました。
テーマは「千住桜花苑の看板と共に」です。それぞれ写真の講評を見てみましょう。

＼ Aチーム ／

とても力強さが感じられる写真です。人が向いている方向に
スペースを作っていて、基本を押さえている一枚です！

＼ Bチーム ／

空の青と白がとてもはっきりしており、光も良い感じに取り込
めている写真です。人が向いている方向にスペースを作って
あげると、もっとよくなると思います。

背景をシンプルにします。
モノの全体像を撮影するには、斜
め45度から撮影するときれいに
撮影することができます。メイン
を決めて、多少フレームアウトして
もカッコいいです！

見本を参考にする、模写する
プロの写真や雑誌、SNS で見た素敵だなと思
える写真を真似て撮影をしてみると、良い写真
が撮れます。

量は質に比例
狙いを定めてシャッターを切っていると、良い写真を逃してしま
う可能性があります。デジカメやスマホなどで撮影する場合は、
とにかくたくさん写真を撮ってみましょう！同じ場所からではなく、
いろんな角度から何枚も撮るのもポイントです(^^)/

興味のある被写体を探す
まずは、自分が写真を撮りたい！と思う、被写体（人物、景色、
動物、食事など）を探すことから始めます。
迷っている暇はありません、カメラを持って撮りたいものを、探
してみましょう！

[ デジカメで撮る！]

写真講座

実践編

[ モノの撮影 ]

→

皆さんいかがでしたか？
スマホやデジカメで写真を撮ることが好きな私にとって、とても興味深い時間でした。
今までは独学で撮ってきましたが、講義を受けたことで写真撮影を極めることが出来そうです。テーマを決めて
撮影した写真は、人それぞれ感性が異なり、同じテーマでも様々な写真でとても勉強になりました。今回紙幅の
関係で一部しか紹介することができなかったので、興味を持った方は各部門の広報担当までお尋ねください！

（千住部門　島田つかさ）
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　　大根の釜盛り 

　　果物全般 

　　なし 

　　盛り付けている自分たちが 
　　「美味しそう」と笑顔になる 

　　毎月の誕生日お祝膳 

 内
ウ チ ダ

田　美
ミ チ エ

智恵 

千住
部門

　　サンドイッチ

　　トマト・餃子

　　レーズン

　　ガラス越しに話を 
　　されるがわからない

　　生もの

 峰
ミネギシ

岸　芙
フ ユ コ

由子 
花畑
部門 　　カレーライス 

　　炭水化物 

　　油っぽい物 

　　機器が続けて壊れる 

　　寿司 

 平
ヒラヤマ

山　忍
シノブ

 
六月
部門

　　鯖の味噌煮 

　　芋・栗・南京・スイーツ 

　　甲殻類・貝類・魚・椎茸 

　　声が大きい 

　　寿司・天ぷら 

 古
フ ル イ

井　香
カ ヨ コ

代子 
台東
部門

　　カレー 

　　お肉が大好き 

　　なし 

　　ご利用者の名前を聞くと 
　　必ず食形態で確認 

　　お刺身・お寿司 

 斎
サイトウ

藤　彩
ア ヤ コ

子 
扇
部門

　　鯖の味噌煮 

　　国産のさくらんぼ 

　　なし 

　　マスクと帽子を着用するため、 
　　顔を覚えてもらえない。 

　　まぐろのお刺身

 金
カ ナ イ

井　郁
イ ク コ

子 

荒川
部門

　　手作りチャーシュー 

　　果物 

　　ウニ 

　　ガラス越しに話を 
　　されるがわからない 

　　生もの 

 関
セキグチ

口　智
サ ト ミ

美 
花畑
部門

　　おはぎ 

　　炭水化物・肉類全般 

　　なし 

　　カレーの日に 
　　「昨日カレーだった」と 
　　職員から言われる 

　　お刺身 

 古
フルハシ

橋　ひろみ 
足立
部門

　　ミルクかりんとう 

　　エスニック料理 

　　肉の脂身 

　　できたての香りや 
　　出汁の香りが癒される 

　　麺類  

 外
ト ヤ マ

山　純
ジュンコ

子 
千住
部門

　　ナポリタン 

　　お寿司 

　　レーズン 

　　声が大きい 

　　寿司・ケーキ 

 遠
エンドウ

藤　幸
ユキ

 足立
部門

今回は、ご利用者の楽 しみの一つである
食事を提供する要の管理栄養士 さんたちに聴いてみました！
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上村先生から田中職員への御礼のメッセージ

田中さん、この度は、後輩たちに貴重なアドバイスをい

ただき、本当にありがとうございました。私が学生たちに

伝えたかったことを、見事にとらえてくれて、しかも具体

的でリアリティにあふれるお話をしてくれたので、学生

はもちろん、私としてもとても助かりました。

学生の頃から田中さんは、「しっかり者」でした。実習計

画書も、実習報告書も、ほとんど私が手を加える必要はな

かったことを覚えています。クラスの中でも、気が利き、

様々な配慮ができる人でした。さぞかし職場でもしっか

りと役割をこなしていることでしょう。

今後も様々な形でつながっていきたいです。学生にとっ

ても、大学にとっても、現場で活躍する人達との交流の機

会は、とても意義のあることです。また遊びに来てくださ

いね。そして、自分を大切にし

つつ、これからもますますご

活躍ください！

久しぶりの母校訪問は、教える側！？

7月中旬、田中職員は母校の日本社会事業大学を訪問

しました。今回は、実習指導をしていただいた恩師の上

村勇夫先生の授業である「相談援助実習指導」のゲスト

講師として、高齢者施設と障がい者施設での自身の実習

体験や学生時代に学んだことで働き始めてから活かせて

いることなどを後輩たちに伝えました。

ご利用者との向き合い方の土台を
作り上げてくれた実習体験

実習におけるコミュニーションの大切さについても話

をし、「高齢者施設で大切なのは、きっかけづくり。おす

すめは毎朝の挨拶です！　先輩たち（ご利用者）の人生に

触れられる貴重な機会ですので、是非たくさんの方と話

してほしいです。あとは若いアピールをしても良いと思

います（笑）。また、障がい者施設では、焦らないこと。普

段向き合っている職員さんでもご入居者の気持ちを読み

取るのは難しい。だけど、『昨日とはここが違うけど、こ

れって何か意味があるのかな』といったように、その方

を知ろうとする姿勢はとっても大切です」と、話してく

れました。

自分の働く姿が想像できる職場が、
自分にとっての良い職場

その後は就職活動について、「卒論指導を担当してく

ださった下垣光先生にご紹介いただいた法人の1つが当

法人でした。実際に施設を見学する中で、職員もご利用

者も自然で、自分が働いている姿がイメージできたのが

1番の理由でした」と話し、トレーナー制度や実習生への

丁寧な指導などを説明し、聖風会の魅力の一つである「職

場全体で新人職員や法人関係者を大切にする姿勢」を後

輩たちに伝えました。

ちなみに、田中職員の卒論のテーマは、「地域で暮らす

家族介護者に必要な支援とは―地域包括ケアシステムに

焦点を当てて―」とのこと。ご興味のある方は是非、田中

職員に聞いてみてください。次回はどの職員が自分のルー

ツである母校を訪ねるのか！？　お楽しみに！

本連載では、毎回1名の職員を選
び、現在の仕事の基礎を築いた母
校を訪ねます。自らのルーツを探
る中で、新たな発見や気づきを経
て、職員としての自分の成長を実
感します。

ボランティアサークルで特養を訪問した時に
撮影した一枚

授業では先生との絶妙な掛け合いの一幕も

久しぶりの校門で、授業前の少し緊張の面持ちで

今回の職員：田中里奈 （花畑あすか苑　
介護職員／2016年4月入社／日本社
会事業大学　社会福祉学部福祉援助
学科　2016年3月卒業）

今回の“ 母校 ”　日本社会事業大学：厚
生労働省の委託を受けて指導的な社会
福祉従事者・ソーシャルワーカー養成を
行っている国内で最も歴史のある福祉
専門大学。福祉系大学のモデル的役割
を果たす存在として、未来を見据えた
社会福祉教育の拠点となっています。

恩師：上
うえむら

村勇
いさお

夫 先生
日本社会事業大学　社会福祉学部　講師
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国際福祉機器展の前で記念の1枚

好奇心旺盛、勉強熱心な広報担当・藤田潤一（荒川部門）が

聖 風 会 と 関 わ り の あ る 場 所 を 紹 介 し て い く F U J I 旅 。

はじめに目を引いたのは、ベッドです。見た目は普通の
ベッドと変わらないのですが、なんと…！！ベッドが二
つに分かれて、リクライニング車いすになるんです。ベッ
ドの真ん中に溝があり、そこから分離します。寝心地は
どうなのかな？と思いましたが、実際に寝てみると、溝
は全く気になりません。普段寝たきりの方でもこちら
の製品を使えば、いつでも起き上がることができます。
車いすはとても軽いので、取材に同行した涌井職員は、

「全然重くない！」と驚いておりました。

普段から重いものを持ったり、介護等で腰を痛めている人は多いのではないでしょ
うか？私もその一人です。「腰痛に悩まされている方、ぜひ体験してみてください！」と
呼びこまれて体験したのがこのマッスルスーツでした。いざマッスルスーツを着用し、
前に屈んだ状態から起き上がりを体験。起き上がった瞬間「えっ！？」と思わず笑いが。

「本当にマッスルになったのか…？」と思いましたが、それは錯覚。腰に付けたマッス
ルスーツが、腰をサポートして力を加担してくれるので、少しの力で荷物を持ち上げ
る事ができます。介護現場でマッスルスーツが普及すれば、腰痛持ちも減ること間違
いなし！

見た目は普通のリクライニングチェアですが、横
になってみると耳元で心地よいメロディーが流
れてきます。周囲の音や声はほとんど聞こえず、
リラックスできます。音楽は寝ている人にしか聞
こえないので、周りの人の迷惑にもなりません。
音楽と共に椅子がゆりかごのように揺れるので
いつの間にか、眠りに…　おっと！危うく私も会
場で寝てしまうところでした！！！

第1回目の FUJI 旅、いかがでしたでしょうか。たくさんのブースがあり、どこも惹かれる
出展ばかりでした。今すぐに取り入れられるようなものから、将来に導入を期待したいも
のなども数多くあり、これからの介護の未来は明るいなと思いました。
しかし、全てを便利にするのではなく、「人が人を支える」という
介護の基本はそのままに、機器とうまく付き合っていく
ことでより良いケアにつながっていくのではない
かと思いました。そこで一句…

「よい機器で　負担軽減　みな笑顔」

＼　まとめ　／

腰痛とおさらば！

音楽とゆりかごで心地よい眠りへ

ベッドが車いすに大変身！？

会社：株式会社イノフィス
製品名：マッスルスーツ

会社名：株式会社プロアシスト
製品名：Wellness Nordic Relax Chair

会社名：大和ハウス工業株式会社
製品名：離床アシストロボット リショーネ Plus

心地よい揺れと

音を体験 

マッスルスーツの
威力を実感！

涌井職員に車いすを押してもらいました

マッスルスーツを着用

実際にベッドを

体験！

第１回の今回は、2018年10月10日から12日までの3日間、

東京ビッグサイトで行われた「国際福祉機器展」に行ってきました。

法人内のサービスの質の向上を目指して、最新の福祉の機器を体験してきました！
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誰にでも自分にとってなくてはならない特別な思い入れを持った、コトやモノがあります。

今回は、扇部門の樋
ひ ぐ ち  み え こ

口美恵子職員（デイサービスセンター扇）の

こだわり「切り紙」を紹介します。

今年度の聖風会採用担当職員を紹介します。

採用関係でお困りのことがありましたらお気軽にお声がけ下さい！

デイサービス内には一人で過ごしているご利用者が多くいま

す。そんなご利用者と何か一緒に楽しめることはないか、と

考えて始めたのが「切り紙」でした。

はじめた時は難しいかな？と思い、お花などの簡単なものか

ら挑戦していきました。ご利用者には手先の器用な方が多く、

今では難易度の高い動物や乗り物にチャレンジしている方も

いらっしゃいます。職員の方が出来ずに音をあげています。

細かい作業が難しいご利用者は職員と一緒に切ったり、折り紙

を折ってもらったり、完成した作品を台紙に貼りつけるお手伝

いに参加してもらっています。

その作品をご自宅に持って帰ったところ、「家族に褒められた！」

「孫もやってみたいと言っているから家でも挑戦したい」と嬉

しい報告をしてくださるご利用者がたくさんいらっしゃいます。

切り紙を通して、ご利用者の出来ることの可能性を一緒に見つ

けていくことが私の仕事の楽しみの一つとなっています。

ご利用者と一緒に楽しみたい

できることから関わってもらう

樋口美恵子職員

難しい作品にもたくさん挑戦しています

作品ができました！

ご利用者と一緒に切り紙作品をつくっています
■「東京の介護ってすばらしい！グランプリ2018」において、聖風会のホー
ムぺージが優秀賞を受賞。他法人からも多くの応募があった中での受賞は
すごいと思いました。皆さんもクローバースマイルとともにホームページも
たくさん見ましょう。

「原辰徳読売巨人軍監督」　当時、東海大相模高校の主軸打者として甲子園
に出場。それをテレビで見た私は、何の根拠もなく近所の方に「僕は東海大
相模に行って甲子園に出る」と言っていました。（足立部門　金高良和）

■今回は「私のこだわり」に携わりました。他部署での取り組みの話を聞き、
同じ施設でも知らない事がまだまだあるのだなと発見がありました。今回
の記事を読んでいただき、皆さんとの交流のキッカケになれば良いなと思
います。

「田臥勇太」　バスケット選手としては決して背が高くないなか、２メートル
級の選手の中でも NBA で試合に出ていた時にはカッコよかったです。

（扇部門　大竹真人）

■今回は、おいしいお食事には切っても切り離せない存在の管理栄養士さ
んの一問一答を掲載しています。皆さんの施設のリクエスト№１メニューは
何でしたか？

「人造人間キカイダー」　ってご存知ですか。サイドカーで颯爽と現れるの
ですが、隣に乗ってみたいなぁとテレビの前で目を輝かせて観ていました。

（台東部門　清水葉子）

■今回の講習で学んだ技術を活かして、人や物、時には風景を撮って広報
誌に載せられるようにしていきたいと思います。

「美少女戦士セーラームーンのちびうさ(セーラーちびムーン)」　主役のセー

編集後記 & 子どもの頃憧れていた人

ラームーンではなく、小さいながらに頑張るちびうさを応援していたことを
覚えています。今思えば、小さくても誰か、何かを救う、助けるために頑張
ろうという気持ちが芽生えたのはあの頃からかもしれません。（千住部門　
島田つかさ）

■今回の特集である「和む会」の取材をした際、参加された方の素敵な笑顔
が多く見られました。クローバースマイルを手に取っていただいた方にも素
敵な笑顔が見られるように、今後も取り組んでいきます。

「道場六三郎」　調理をしている姿や出来上がった料理を見たときにとても
感動しました。今はほぼ食べる専門ですが、当時は飲食関係に進もうかと
考えていた時期もありました。（花畑部門　濱野寛和）

■くに散歩に続くFUJI 旅がこのたび始まります。どこに行くかは今後のお
楽しみ。記念すべき第１回目は国際福祉機器展に行ってきました。

「父」　運動神経が良く、手先が器用で、見た目は恐い （笑）。でも中身は優
しく、いつも自分がやることを応援してくれました。怒った時はもの凄く恐
かったけど、子どもの頃からあんな父親になりたいと思っていました。（荒川
部門　藤田潤一）

■アクティブ福祉 in 聖風会に参加して他部門の素敵な取り組みを知ること
ができ、自分自身のモチベーションも高まりました。頑張っていることを発
信し、互いに認め合う。クローバースマイルでもそんな情報をお届けしてい
きたいと思います。

「3歳年上の姉」　子どもの頃は姉が自分の出来ない事をできていることが
羨ましく、負けない気持ちを持ちつつ目標としていました。姉に練習に付き
合ってもらい、自転車に乗れるようになったことも良い思い出です。（六月
部門　涌井美保）

聖風会は職員を大切に
する法人です！

就職イベントには必ずいるので、
たくさんお声がけください！

法人本部　吉
よしだ こういち

田浩一 足立部門　松
まつざわ あゆみ

澤歩美

入職の決め手は、
実習で感じた職場の雰囲気でした。

皆様もぜひ施設見学へ
いらしてください

扇部門　佐
さ さ き  は る な

々木春菜

ご利用者そして職員同士も
「ありがとう」の言葉が
飛び交う素敵な職場です。

六月部門　吉
よ し だ  ゆ き

田夕起

働く上で職場の人間関係は
とても大切です。

聖風会では安心して働ける
環境があります！

千住部門　草
くさの みつやす

野充康

ケアの質が高く、
自分の介護のスキルアップに

つながると思い、
入職を決めました。

花畑部門　竹
た け お か  り な

岡莉那

就職活動をしていたときの、
不安な気持ち、今でも覚えています。

気持ちが共感できると思うので、
気軽にお声がけください！

荒川部門　石
いしわたり ゆき

渡友紀

私は転職をして、聖風会に入職し
ました。人事制度もしっかりして
いて、ステップアップを法人全体

で応援してくれています！

台東部門　三
みもり ゆう

森雄

人事制度がきちんと
整備されており、

研修も多くスキルアップを
応援してくれる職場です。

採用担当職員紹介
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