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一緒にがんばらんまいけ

新入職員紹
介

＆Q A

窪田　光紗 しらいわ苑こもれび　
A1.音楽鑑賞です。主にJ-POPなどを聴きます。
A2.お世話になった人たちにご飯をごちそうしたいです。
A3.まだまだ分からない事ばかりですが、先輩方のことを
しっかり見習い、一生懸命頑張っていきたいです。

くぼ  た み　さ

Q1.趣味は何ですか？
Q2.初任給で何を買いますか？
Q3.一言お願いします。
　   （抱負など思っていることを自由に）
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ご要望や気になること等お書きください。

●いつもマンネリ化しているので、来ていただき、小
さな事でも気が付いていただき、心から嬉しく
思っています。

●廊下の掃除（モップがけ）などできたらやってい
ただきたい。

●本人が元気に長生きしてくれれば、これからも長
いおつきあいになると思いますのでよろしくお願
い致します。

●介護度が低くなると来てもらえなくなるので困
る。

●短時間に排泄介助、調理、食事介助、片付け、掃除
などしていただいて助かり、感謝しています。

●連絡票に訪問時の様子など細かく書かれている
ので留守の間の本人の様子がよく分かります。

●自宅の駐車場に車が停められなかった時、隣の家
の駐車場で待機されていたことがあった。
駐車の指導お願いします。
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家から近いから

評判がいいから

ケアマネなどの紹介

その他

Q：1
当事業所のサービスを選んだ理由はなんですか？

Q：2　
明るく笑顔で挨拶しますか？

Q：3　
言葉遣いはいかがですか？

Q：4　
身だしなみはいかがですか？

Q：5　
会話や相談はしやすいですか？

Q：6　
個人情報は守られていますか？

Q：7　
体調確認はきちんと行いますか？

Q：8　
排泄交換はきちんと行いますか？

Q：9　
安全・安心に入浴介助を行いますか？

Q：11
服薬の声かけは、きちんと行いますか？

Q：12　
必要な所の掃除はきちんと行いますか？

Q：13　
必要な買い物を行い、お釣りの間違いはあ
りませんか？

Q：15　
後片付けはきちんと行いますか？

Q：10　
無理せず、ヘルパーと一緒に調理や掃除が行えますか？

満足度アンケート
 

回答者（ご本人・ご
家族）

満足度アンケート
 

回答者（ご本人・ご
家族）

実 施 期 間
対象事業所
方 式

ご意見
・訪問した時の対応が良かったから
・組合員
・富山市社協からの紹介

ご意見
・いつも明るく、優しく、丁寧なサービスありがとうございます
・笑顔で応対して下さるのが最高です
・いつも元気にいただいています。よい方ばかりで心より感謝しています

ご意見
・会う機会がないのでよく分からない(ご家族より)
・虹の会専用のエプロンを揃えたらいかがですか？

ご意見
・ケアマネさんと連絡が密で安心できる
・嫌な顔せず受け止めて話を聞いて下さるのでとても安心
・皆さん話しやすいので何でも相談しやすい

ご意見
・冷蔵庫内のあるもので作って下さり、食べやすいようおにぎりを作ってくれて
いる

ご意見
・これからもよろしくお願いします
・きめ細やかな徹底した訪問サービスには安心・満足しています。今後も利用させ
ていただきます

ご意見
・いつもきちんとしていただいています

28年10月から11月
しらいわ苑ホームヘルパーセンター
無記名

Q：14　
調理は体調や好みに合わせて作りますか？

Q：16　
今後も当事業所を利用したいですか？
いますか？



デイケア

デイサービス
入所／ショート

よさこい祭りでどっこいしょーどっこいしょー！

１年を振り返るスライドを流し、
映像に映る自分に大笑いの皆さん最後はやっぱりおわら節でシメましょう

今日の司会は、僕です！
プログラムを説明しまーす

デイの出入り口は、ご利用者の皆さんが
華やかに仕上げて下さいました！

特別養護老人ホーム

しらいわ苑
介護老人保健施設

レインボー

　レインボー正面玄関の雛飾りもにぎやかな3月。
　デイケアでは、恒例となった、お茶会と桜餅づくり
を行いました。
　ご利用者で茶道の先生と一緒に、おいしいお茶を
ごちそうになりました。
　桜餅は、男性ご利用者も奮闘しながら、一緒に手作
りを楽しみました。
　今回は、生け花の心得のあるご利用者に花を生け
てもらい、フロアに春の訪れを感じてもらいながらの
おやつタイムとなりました。

☆しらいわ苑デイサービスセンター
祝 リニューアルオープン1周年☆

　いつもしらいわ苑をご利用いただき、
誠にありがとうございます。
　おかげさまで、4月4日でリニューアル
オープン1周年を迎えました。
　おめでとうございます～
　ありがとうございます～

しらいわ苑ショートステイ　主任　阿部智道

ショートステイからお知らせ
　在宅で過ごしておられる方のご理解とご協力を頂き運営してまいりました、ショートステイですが、5月末を最後に休止する事となり
ました。長い間ありがとうございました。在宅と施設という中間に位置していたショートステイ。御家族様の思い、本人様の思い、職員の
思い、それぞれが絡み合う中「またくっちゃ。」「ありがとう。ゆっくり休まれ。」と優しい声を掛けてくださった皆様に逢えなくなるのがと
ても寂しいです。他事業所をご利用される方、引き続き虹の会を御利用いただく方等いろいろといらっしゃいますが、職員の顔を見か
けた際は、いつも通りの声掛けを頂くと励みとなりますので宜しくお願いします。本当に長い間、ありがとうございました。そして、これ
からも宜しくお願い致します。

　３月１５日に、林カズイさんの100歳をお祝いする会
が開かれました。
　最初に、紅白幕を背に、金色のちゃんちゃんこと頭
巾で装われ緊張した面持ちの林さんに、富山県と富
山市から祝い状が、ご家族から素晴らしい花束が、施
設長からお祝いの言葉が贈られました。その後、林さ
んの大好きな歌を皆さんで唄い、楽しい時間を過ご
されました。最後に、息子さんご夫婦と娘さんに囲ま
れて、新聞社の写真撮影がありました。思いやりに
あふれたご家族の様子が参加者の心に残る会とな
りました。

林カズイさん１００歳お祝い

3月手作りおやつ・桜餅

　桜の開花が待ち遠しい4月初め。
　花より団子を楽しむのもいいもんだとばかりに、お
食事＆外出会を行いました。
　お花見には少し早かったのですが、1週間前からメ
ニューを選んで注文し、おなかを満たそうと皆さんと
楽しみにして当日を迎えました。
　陽気に誘われ、外出会の日を追うごとに桜も開花
し、日々楽しむことができました。
　皆さん、ドライブも楽しまれ、気の合う仲間との会話
も弾み、和気あいあいと楽しい外出会となりました。

4月お花見外出会

　今年成人式を迎えた、わかばユニット職員の堀田
沙華さんを紹介します。
　彼女は入社2年目で、こもれびでは初めて成人式
を迎えました。成人式後、振り袖姿で成人の報告に
来苑し、入居者や職員みんなで成人のお祝いをし
ました。
　晴れ着姿を見て、喜んでおられる入居者の笑顔
がとても印象的で、式後に晴れ着姿を見せに来て
くれた彼女の優しさが感じられました。

特別養護老人ホーム

しらいわ苑こもれび
［連絡先］富山市水橋新堀17番地の1　☎076-479-2080

［連絡先］富山市水橋新堀17番地の1　☎076-479-2080
［連絡先］富山市水橋新堀1番地　☎076-478-4784

Q1.介護職に就きたいと思ったきっかけは何ですか？
介護のスキルを身につけて、祖父のお世話をしてあげたかったため。
Q2.介護職について楽しいと思ったことはどんな時ですか？
利用者の笑顔を見た時や「ありがとう」とお礼を言われた時に喜びを感じる。
Q3.20歳になっての感想
20歳になって10代の頃とは違う責任感が芽生え、大人の仲間入りが出来たことが嬉しかった。
Q4.将来の目標は？
まずは介護福祉士の資格をとる！そして、自分も利用者も笑顔が絶えない日々を送れるような介
護士になりたい。

　高校卒業後にしらいわ苑に入職され、利用者の関
わりや職員の指導を通して多くのことを学び、社会
人としての自覚を持つようになったと感じます。成
人として、社会人としての責任をしっかり持ち、元気
と笑顔を忘れず、今後も利用者に寄り添える職員に
なってほしいです。
堀田ケアワーカーの将来が楽しみです。

わかばユニットリーダー清水さんより

Celebration
  100 years old



たくさんのボランティアの
方たちが参加して下さいま
した!!

E NV E T

ボランティア交流会

　富山いきいき脳トレクラブの方が来訪されまし
た！脳トレの用紙を利用者さんに配られ、テーブル
を廻って説明されたり、ヒントを出されたりしな
がら回答が書きやすいように進めて下さいまし
た。
　利用者さんは、初めての問題に、最初は戸惑って
おられるご様子でしたが、最後には四苦八苦され
ながらも楽しみながら取り組んでおられました。

ボランティアさんと職員が一体となった素晴らしい会でした。

地域福祉部、力を合わせました!！

ボランティアさんと
一緒に大盛り上がり！！

よっちょれよさこい♪

エビカニクスで元気いっぱいダンス☆

ラーメン体操メンバーです☆

お話しながら仲良く
歩かれています☆

「桃の花とても綺麗ですね」 「お茶をどうぞ♡」 とても美味しいお抹茶～♪

こんなに花が
咲きました♪

脳トレの先生です♪

これは？ふむふむ！

き

ようこそ、かけはしへ♪

デイサービス

［連絡先］富山市水橋中村町2-2　☎076-478-4003
かけはし

E NV E T

　ボランティアの皆さんに日頃の感謝を込め、交流会を開
きました♪
　始めは、ボランティアさん同士で交流を深めていただく
ため自己紹介をしていただき、お菓子や飲み物を楽しみな
がら過ごしていただきました。
　職員から、出し物としてラーメン体操、エビカニクス、よっ
ちょれよさこいを披露しました。踊りはとても好評で、ボ
ランティアさんも立ち上がって、職員と共に踊るなど大盛
り上がりでした！！
　終始和やかな雰囲気で、笑顔がいっぱいの交流会でした。

初めての脳トレクラブ

　利用者さんに施設内で自主的に身体を動かして
いただく機会として『げん木』を作成しました。片
足立ちやつま先立ち、連続歩行や足踏みを行って
いただくごとに花を咲かせていただいています。
『げん木』が満開になると共に、利用者の皆さんが
ますます元気になりますように♪

かけはしの『げん木』は満開です♪

ボランティア交流会を開催しました！！

　草花が咲き誇る春は、お茶会の季節♪やすらぎの郷でもお茶会を開きました。
　内裏雛やつくしの絵柄の入ったお茶碗でいただく抹茶は、いつもより尚一層美味しく感じました。
　春の日差しが明るく、花の香りで包まれた空間で、とても幸せなひと時を過ごすことができました。

やすらぎ

ここがいいかしら？

なんて書いて
あるのかね

［連絡先］富山市水橋市江260　☎076-478-5501
やすらぎの郷
デイサービスかけはし　サテライト



　『介護予防・日常生活支援総合事業』（以下、「総合事業」と言います。）は、高齢者の社会参加を
促して要支援・要介護状態となることを予防するとともに、多様なサービスを充実させることで、要支
援者等へ効果的かつ効率的な支援を目指します、介護保険法の改正により富山市は平成29年4月から
実施します。
　よって、要支援１または要支援２の認定を受けた方が利用できる介護保険サービスのうち、介護予防
給付として全国一律の基準により提供されている「介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）」と「介
護予防通所介護（デイサービス）」は、総合事業に移行して、富山市の事業（サービス）として実施します。
　また、今まで「一次予防事業」と「二次予防事業」として実施してきたこれまでの介護予防事業は、「介
護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」として実施します。

平成29年度4月以降、新規または更新などにより要支援認定を受けた方。
事業対象者・・・総合事業の実施により、新しく創設されたサービスの利用対象者の区分で、生活機

能を確認する質問票の「基本チェックリスト」の実施により、国が定めた基準に該当
した方。

要 支 援 者・・・認定の更新にあわせ、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は予防給付から、総合
支援事業へとサービスの枠組みは変更しますが、現在ご利用の予防給付サービス（訪
問看護、福祉用具の貸与など）と合わせて、これまで通りのサービス内容でのご利
用ができます。

事業対象者・・・介護予防教室など、これまで二次予防事業に相当する事業を中心にご利用できます。
ただしサービス利用の際に、被保険者証の発行手続きやケアプランの作成などが必
要となります。なお、一般介護予防事業を除きます。

詳しくはお住まいの地域包括支援センターにご相談ください。

富山市では平成２９年４月から
『介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）』を実施します。

お知らせ

現　行 4月1日以降

介護給付（要介護１～５）

予防給付（要支援１・２）

介護予防事業

福祉用具貸与、訪問看護
通所リハビリテーションなど

訪問介護、通所介護

これまで通り

予防給付（要支援１・２）

介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・生活支援サービス事業
（要支援１・２、事業対象者）

一般介護予防事業（６５歳以上の方）

福祉用具貸与、訪問看護
通所リハビリテーションなど

訪問介護、通所介護、介護予防教室
運動器の機能向上訓練事業など

介護予防ふれあいサークル
運動器の機能向上訓練事業など

二次予防事業

一次予防事業

介護予防教室
運動器の機能向上訓練事業など

介護予防ふれあいサークル
運動器の機能向上訓練事業など

介護給付（要介護１～５）

これまで通り

これまで通り

サービスの内容は
これまで通り

これまで通り

概　要

対象者

サービスの体系

ご利用者への影響について




