熊本市高齢者支援センター ささえりあ金峰

社会福祉法人 熊本厚生事業福祉会 広報誌

（熊本市西4地域包括支援センター）

ささえりあ金峰では河内校区、芳野校区の健康づくりに取り組んでいます。
その中から今回は健康くまもと21をご紹介します。

健康くまもと21をご存知ですか？

健康くまもと21とは、熊本市民と行政が協働で取り組む健康づくりの指針です。

「全ての市民が生涯を通して、
住みなれた地域で健康でいきいきと暮らせるまちを市民と協働でつくる」
ことを基本理念に、健康なまちづくりを総合的に推進しています。

健康課題

熊本市には主要な死亡原因である
「がん」
「循環器疾患」に加え、
「糖尿病」や「ＣＫＤ」などの
健康課題もあります。これらの生活習慣病の発症予防に取り組みましょう！

年に1度は定期健診や特定健診を受け、健康チェックを！

①介護予防に関心を持ち、地域の活動・サロン等へ積極的に参加しましょう。
②ロコモティブシンドローム（運動器症候群）について学びましょう。
③認知症サポーターの活動に取り組みましょう。

高齢者の身体活動・運動
①意識して歩いたり、体を動かして、ロコモティブシンドロームを予防する。
②地域の様々な活動に家族や仲間と参加し、健康と体力づくりを行う。

■地域活動支援における健康増進の啓発
（地域サロン、地域行事など）
■河内校区／子と親の健康づくり支援ネット
■芳野校区／家族の健康づくり支援ネットワーク
■熊本市社協／元気はつらつサロンへの協力
（健康相談など）
・・・・など多数あり

【ささえりあ金峰では、地域で相談できる
場所を設けています！】
①フッ化物を用いたむし歯予防について正しい知識を身に付ける（フッ化物洗口等）。
●健康相談
②歯ブラシや糸ようじを使ってむし歯や歯周病予防を行う。
第2・4火曜：河内老人福祉センター
③定期健診・相談を受け、8020（ハチマルニーマル：80歳で自分の歯を20本以上保持する）を目指す。
●出張相談
第2・4火曜：河内総合出張所
高齢者の栄養・食生活
第3火曜：芳野コミュニティセンター
①1日3食、規則正しく食べましょう。

高齢者の歯・口腔

②栄養バランスのとれた食事を適量食べましょう。
③家族や仲間と一緒に食事をしましょう（共食）。

専門スタッフが対応致します。
お気軽にご相談ください！

ボランティアの皆様いつもありがとうございます
はなぞのケアセンター

様

・三井

誠

様

・プルメリア

てんすい倶楽部
〈ボランティア〉
・斉藤 惠子 様
・真木久美子 様
・山迫カヲル 様
・楠本 砂恵 様
・伊藤しげこ 様
・西村智惠子 様
・南 千恵子 様

せせらぎ 平成２6年度 第5号

・天水雨水句会 様
・玉名ボランティーズ 様
・横島幼稚園・保育園 様
・玉水小学校 様
・大浜すずらんクラブ 様
・玉昇会 様
・あらおｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ同好会 様

発行：社会福祉法人 熊本厚生事業福祉会

様

〈ボランティア〉
・本田 澄代 様
・大塚ツユ子 様
・中村
智 様
・益田 純子 様
・大保 直美 様
・大森とも子 様
・田中 朋子 様
・今村 和子 様
・河内小学校 様

〒860-0811 熊本市中央区本荘5丁目10-23
TEL：096-288-3331 FAX：096-288-3332
http://www.kumamotokousei.jp/
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支援二課課長

正人

リバーサイド熊本
様
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誠也

【寄贈】村川

マノリアル本荘
〈ボランティア〉 ・池田三千代

20

吉岡

〈ボランティア〉
・杉本パーマ 様
・柿原女性部 様
・トライアングル＆椿組 様
・サークル花 様
・スイカ 様
・吉永フラ・タヒチアンダンススクール 様
・花園公民館自主講座さわやかハーモニカ 様
・村上正道 様
・花園マジック教室 豊原洋哉 様
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ご あ い さ つ

高齢者の健康づくり

平成 年︵2000年︶に始まった介護保険も 年が経ちました︒介護保険は時代の変化
に合わせ改正を重ね今に至ります︒少子高齢化と人口減少︑
人口の極点化が進み︑
高齢者医療・
介護の環境も次第に変化しています︒特に高齢者福祉・介護の分野においては︑地域で高齢
者を支える﹁地域包括ケアシステム﹂が構築されようと動き始めております︒このような状
況を踏まえ︑今後私たちの役割が大きくなってきているのを感じております︒
熊本県においては平均寿命が男女とも4位︵厚労省平成 年公表︶の長寿県として知られ
ています︒しかし︑
健康寿命としては︑
全国都道府県の中で 位︵厚労省平成 年公表︶となっ
ています︒つまり︑病気やけがを発症してからの療養や介護の期間が長いことがわかります︒
しかし︑
﹁いつまでも元気でいたい﹂そう思われている方は多いと思います︒
地域の方の﹁元気でいたい﹂
﹁今後に不安がある﹂などにお応えしているのが︑私たち支
援課です︒支援課には︑医療・保健・福祉・介護の知識と経験を持った専門職が配置され︑
在宅を支える地域の身近な相談窓口である居宅介護支援事業所の介護支援専門員︵ケアマネ
ジャー︶
︑熊本市から委託を受け地域の高齢者の公的な総合相談窓口である熊本市西４地域
包括支援センター︵ささえりあ金峰︶
︑入所施設︵リバーサイド熊本︑てんすい倶楽部︶
・有
料老人ホーム︵マノリアル本荘︶などの利用相談を受ける施設相談員が配置されています︒
現在︑支援課では︑地域サロンや校区サロン事業の支援︑老人会の支援︑健康教室の開催︑
認知症サポーター養成講座の開催などを各地で地域支援を行っております︒地域のニーズに
合わせ︑法人内の専門職︵理学療法士・看護師・管理栄養士・健康運動実践指導士・認知症
ケア専門士・ケアマネジャーなど︶が地域にお伺いし︑健康増進︑介護予防︑認知症予防︑
介護保険︑まちづくり支援など様々な地域貢献を行っております︒今後も︑地域の皆様がい
つまでも健康で元気に安心して過ごして頂けるよう積極的に地域貢献に取り組んで参りたい
と思います︒
﹁健康を維持するためにはどうしたらいいの？﹂
﹁専門職の話を聞いてみたい﹂
などご要望がありましたらいつでもご相談ください︒
法人設立 周年を迎え︑今まで地域の方々に支えられ現在に至ります︒今年度は法人全体
で今まで以上に積極的なＣＳＲ活動に取り組んでいく心構えです︒
地域の介護・保健・福祉などの総合相談窓口︵よろず相談所︶として︑地域の皆様が安心
して過ごせるようお手伝いさせて頂ければと思います︒そして︑地域とともに成長し地域に
愛される事業所をめざし頑張って参りたいと思います︒
今後とも宜しくお願い致します︒

ささえりあ金峰の
地域での取り組み

﹃地域に貢献し︑
地域とともに
成長する法人を目指して﹄

健康くまもと21の取り組み

特別養護老人ホーム

金峰森の駅みちくさ館

ほたる祭り
6月7日

リバーサイド熊本
リバーサイド熊本

納涼祭

複合ケアホーム

はなぞのケアセンター

バラ見学

7月26日、柿原納涼盆踊り大会に参加しま
した。涼やかな風が 吹く夏の夕暮れどき
に、地域の皆様と一緒にサンバおてもやん

暑い中、地域の方々、ボランティアの皆様にはご協力いただきありがとうございま

とおてもやん、花の盆踊りの3曲を踊りま

した。ボランティアの皆様の、にぎやかな歌や踊りと、職員の出し物で、利用者様

そうめん流し

した。聞きなれた音に体が勝手に動き出し

もご家族と一緒に楽しんでおられました。今後も一年に一度の恒例行事として、ご

ます。はなぞのケアセンターからはオリジ

利用者様や地域の方々皆様に楽しんで頂けるような祭りを開催していきたいと

ナルの盆踊りをご利用者と職員総出で披

思います。

露しました。熊本の夏の風物詩を堪能出来

おいしいネ！

た1日でした。

盆踊り大会
ステージでの出し物に満足。二人とも満面の笑顔
でした☆

5月20日から3日間、貢町にあるフードパ
ル熊本へバラ見学に行ってきました。100
種類を超える品種の花々が咲き誇る園内

ご利用者様・職員・
ボランティアの皆様で
河内音頭
今年も模擬店は大繁盛！！

抽選会1等！電子レンジゲット！

介護老人保健施設

てんすい倶楽部

第14回てんすい倶楽部夏祭り

こら、
うまかな！

ナイス
ショット！

浴衣姿もきれいです︒

ご家族と一緒に和気あいあいとプログラムを楽しみました。
模擬店ではゲームで盛り上がり「記憶に残る夏の思い出」になりました。

8月11日から4日間そうめん流しを行いま

雅な気持ちにさせてくれました。木々の緑

した。施設近隣の方から竹を分けて頂き、

と色とりどりの花の調和を見て、少しだけ

職員手作りの竹の樋と台を使いました。ま

別世界に行ったような素敵な時間を過ご

るで渓谷にでもいるかのようなせ せらぎ

せました。天気にも恵まれて良い外出行事

の音をBGMに、夏の味覚を楽しみました。

になりました。

住宅型有料老人ホーム

マノリアル本荘
うちわ作り
６月９日から三日間、
夏に向けてうちわ作り
を行いました。夏の風
物詩であるスイカや花
火、ひまわりなどが個
性豊かに描かれ、世界
にひとつだけのうちわ
が完成しました。

かき氷
７月中旬、外出行
事としてお近くの
近 藤 飴 屋 さん に
白 熊 か き 氷を 食
べに行きました。
冷 た くて 美 味し
いかき氷に、皆様
とて も 満 足 さ れ
ていました 。マノ
リアル 通 所 の 夏
の 恒 例 行 事 とし
て 来年もまた 食
べに行きたいと
思っております。

フラダンス

！
況！
も大盛
店
擬
模

職員が一丸となって、ご利用者とご家族の方を「お・も・て・な・し」いたします。
1

は、バラの香りに包まれており、とても優

８月１１日、ボランティアで来ら
れたプルメリアの皆様にフラダ
ンスを披露して頂きました。ハ
ワイアンな音楽と踊りで、夏を
感じることができました。最後
には、利用者様も一緒になって
踊られていて、楽しいひと時を
過ごすことができました。
2

地域支援事業
「介護職員初任者研修通信スクール」を開講しています。
介護の仕事を目指す方や家族の介護など、介護の知識や技術を身につけ
たい方に最適です。働きながらでも受講し易い通信コースで、講義は土曜

お陰様で法人設立２０周年
『ご家族の言葉に
支えられて20年』
理事長 野 口

か日曜日の実施です。定員は20名、受講料はテキスト代込で45,400円（税
込）です。ご連絡は096-277-2288まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
※介護職員初任者研修は、ヘルパー2級に変わる介護職員の資格です。

「平成26年度くまもと里モンプロジェクト推進事業」に選定されました。
地域での生活を希望する高齢者を支える取り組みとして、地域の空き家を活
用して、独居高齢者向けシェアハウスの企画、実施にチャレンジします。安心

法 人のあゆみ
平成 6年 8月 9日 法人設立
平成 7年 6月 1日

駿

私たちは、
施設を通じての
「ご縁
（出会い）
」
は大切にし
ていきたいとの思いで、
日々仕事に従事しております。
ご

いよう取り組んできたつもりですが、
20年という歳月の中
では、
沢山の方々との交流
（出会い）
もあり、
お一人おひと
りにご満足して頂けたのだろうかという不安も残ります。
先日、運営推進会議の席でご家族の方から「自宅では

して生活できるコミュニティの支援を目指しています。熊本県農林水産部経

昼夜逆転があったが、色々な行事や活動を取り入れても

営局むらづくり課が主催している「平成26年度くまもと里モンプロジェクト

らっているおかげで、
表情が良くなり介護度も改善しまし

推進事業」の「地域の資源を活用した内発的産業の創造」部門に、当法人が企

た」
「自宅で介護が大変だったが入居したことで落ち着

画した「地域の空家を活用した独居高齢者向けシェアハウスの取り組み」が

き、
自分の健康状態も良くなりました」
等のありがたいお

選定されました。地域での生活を希望する高齢者を支える取り組みとして、
安心して生活できるコミュニティの支援を目指し、実施に向けてチャレンジし
ますのでどうぞよろしくお願いします。

言葉に加え、
最後には
「職員さんも直接介護されるのでご
苦労だと思いますが、
十分お体に留意されてください」
と
の労いのお言葉まで頂きました。
仕事として当然のことを
したまでだとはいえ、
私たちにとってこのようなお言葉は、
何よりも代え難いものであり次の仕事への活力にも繋が
ります。

ＫＫＦ訪問看護

併設：通所介護・在宅介護支援センター

平成 8年 4月 1日 リバーサイド熊本居宅介護支援事業所 開設
平成12年 4月 1日 リバーサイド熊本ホームへルプ事業 開始

利用者やご家族様は勿論のこと、
それ以外の方々とのご
縁も大事にしています。
我々との縁が皆様に後悔とならな

特別養護老人ホームリバーサイド熊本 開設

介護老人保健施設てんすい倶楽部 開設
平成12年 9月 1日

併設：通所リハビリ・居宅介護支援

平成16年 5月10日 グループホームへたみ家 開設
平成18年 4月 1日 熊本市西6地域包括支援センター金峰 受託
平成18年 7月20日 グループホームほたる家 開設
平成18年10月 1日 特別養護老人ホームリバーサイド熊本ユニット型 増築
平成19年 5月11日 はなぞのケアセンター居宅介護支援事業所 開設
平成20年10月 1日

複合ケアホームはなぞのケアセンター 開設
小規模多機能型居宅介護・グループホーム・通所介護

平成21年 3月 1日 はなぞのケアセンター認知症対応型通所介護 開設
住宅型有料老人ホームマノリアル本荘 開設
平成23年11月11日

併設：通所介護

平成23年12月19日 グループホーム第二ほたる家 開設

20年という節目の時を迎えた今、
現状のあり方を再度
見直し
「ここで良かった」
「また来たい」
という最高の誉め

熊本市地域包括支援センター業務再受託
平成25年 4月 1日

言葉を頂く為にも職員一丸となって一層努力し、
皆様の期

こんにちは。ＫＫＦ訪問看護ステーションは、平成25年6月1日に認可を受け、施設系・在宅系・訪

待に応えられる21世紀型にふさわしい福祉サービス提

問系のトータルサービスの一環としてスタートを切りました。看護師や理学療法士などの専門職

供体制に向け、
更なる成長を目指して参りますので、
これ

がチームを組み、住み慣れたご自宅で生活を継続していけるように支援していきます。

からもご指導、
ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

訪問看護ステーションのサービス内容

熊本市西4地域包括支援センター（ささえりあ金峰）

平成25年 6月 1日 KKF訪問看護ステーション 開設
平成26年 4月 1日

地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド熊本ユニットホーム 開設
はなぞのケアセンターグループホーム 増床

設立当初からの職員

○日常生活の看護（健康状態の観察、栄養・排泄・清潔のケアなど）
○医療的処置（服薬管理、床ずれ、傷の処置、チューブ類の管理、
医療機器の管理、医師の指示による処置など）
○リハビリテーション（日常生活動作の訓練など）
○住宅改修や福祉用具に関する相談
○認知症の看護や精神看護
○ターミナルケア
○介護者の支援（介護に関する相談や介護用品の相談など）

現在看護師、理学療法士で熊本市内を中心に活動を行っておりますので、ご利用相談や
お問い合わせなどございましたら、ご連絡いただけると幸いです。
5

はなぞのケアセンター

リバーサイド熊本
居宅介護支援事業所
介護支援専門員

田中

詠志

社会人経験や資格も何も持たず、
平成７年に入職し２０年の月日が
経 ち ました 。右 も 左 も分か ら な
かった自分が今ここで仕事が で
きているのも、理事長をはじめ色
んな方が たの支えがあるからと
感謝しています。

室長

荒木

グループホームへたみ家
悦生

平成7年6月1日リバーサイド熊本開
設よりあっという間の20年だった気
がします。リバーサイド熊本、てんす
い倶楽部、はなぞのケアセンター、マ
ノリアル本荘と主に開設準備と地域
との関係つくりに関わらせて頂き感
謝しております。今後の熊本厚生事
業福祉会の発展を祈りますと共に、
これからも微力ではありますが、地
域から信頼して頂ける施設作りを目
指し、頑張っていきたいと思います。

管理者

片山

豊子

ご利用者の方、家族の方、上司・同
僚に支えられ、あっという間に20
年が経っていました。この20年間
で、沢山の事を学ばせて頂き、感
謝しております。今後も、心身共に
健康に留意していきますので、よ
ろしくお願い致します。

グループホームへたみ家
介護職

清田利恵子

初 めての 経 験 で介 護 職 に つ き、
20年が過ぎました。つまづいたり
する時もありましたが、家族の支
えや同僚・法人の助けをかり、ま
たご利用者様の笑顔に励まされ
ながら、今日まで働くことができ
ました。感謝しております。
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グループホーム

通

へたみ家

ほたる家
ほたる家では農園活動として、花植えや
じゃがいも・玉ねぎの収獲を行っています。

玉名市高瀬裏川の花菖蒲見学

所

特別養護老人ホーム

リバーサイド熊本
デイサービスでは、4月 春の祭典、5月 足湯ツアー、6月 お買い物ツアー、8月 そ
うめん流しと様々な行事を行っております。ご利用者様それぞれ季節の行事に積
極的に参加していただき、素敵な笑顔を見せてくださいます。ご利用者様の笑顔
に助けられ、励まされながら、今後も満足いただけるサービスを提供していきたい
と思います

ご利用者様が選んだ花や季節の花を中心に花植えを行いました。

花菖蒲祭り初日で皆様ゆっくり楽しめました。矢旗もたってつつじも

色とりどりの花に楽しそうに植えられるご利用者様や「水やりが大事。」

満開。良い花見日和でした。花を楽しんだ後は木陰で、
おやつタイム！

と張り切って水撒きされるご利用者もいて和やかに過ごしました。

イゲの葉団子作り

いただきます♥

気持ち
よかぁ〜

今年は大量の玉ねぎ・じゃがいもを収穫することが出来ました。
「大きか
ね。」とご利用者様も大満足のご様子でした。収獲したじゃがいもで
皆で昔懐かしいイゲの葉団子を作りました。さすが皆様、慣れた手つ

『じゃがいも饅頭』を作っています。
今後も、ご利用者様と、土に触れ、農園活動を活発に行っていきます。

はなぞのケアセンター
農 園 活動

6月、農園ににがうり苗を職員と一緒
に植えました。7月には苗も成長し、
黄色い花がいっぱい咲き、8月初め頃
には実もなり収穫が出来ました。収穫
したにがうりは食事のメニューに取
り入れて入居者様皆さんで美味しく
頂きました。苗を植えてから実が な
るまでの成長記録を日々スケッチし
て思い出に残しました。

6 月 、近 所 の 梅 園 へ 収 穫 に 行 き 梅
ジュース作りを行いました。栄養士の
指導のもと、入居者様皆さんで梅の
へたを取り、洗った後一つ一つ拭き
上げて、瓶に梅・氷砂糖を交互に詰め
て最後に酢を全体にふりかけて完成
です。3週間後は梅のエキスがたくさ
ん出てきて、甘酸っぱい梅の香りと
爽やかな酸味を味わいました。

誕 生会
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梅ジュース作り

7月、誕生会を行いました。お祝いの挨
拶に始まり、誕生者紹介、記念品の贈呈
と続き、余興はご利用者様のご家族が
所属されているフラダンススクールの
皆様にフラダンスを披露して頂きまし
た。小さなお子様も多数参加頂きご利
用者様も終始笑顔で見学されました。
ボランティアの皆様のおかげで華やか
で盛大な誕生会となりました。

きで団子を作られました。

お買物途中の休憩タイム♪

介護老人保健施設

第二ほたる家
夏の過ごし方・・・
5月から8月までの活動写
真を紹介します。
5月は、母の日・父の日食事
会を行いました。ご家族も
一 緒に、近 所のジョイフル
でハンバーグやクリームコ
ロ ッ ケ の 定 食 とドリン ク
バーで好きな飲み物を頂き
ました。
日頃の様子として食材の買
い 物 や 近くの 散 歩、月に１
回の生花教室を行っていま
す。7月は、納涼祭の催し物
で「お祭りサンバ」の曲に振
付し、職員も一緒に可愛い
帽子を付け て踊りました。
また、塩屋漁港で行われた
海の日大漁旗パレードを見
学に行きました。大漁旗を
付けた沢山の船に感動しま
した。8月は竹を使ってそう
めん流しを楽しみました。
今年の夏はむし暑い日が続
きましたが元気に乗り切り
ました。

てんすい倶楽部

交流会やレクリエーションも「健康」に繋がるような工夫を折り込
みます。季節感のある食事や、おやつも楽しみのひとつです。

スイカ割り

交 流会

ちびっ子による太鼓演奏

ふれあいタイム

当日のおやつとして
スイカの盛り合わせを
ご用意いたします。

レクリエーション スイカ割りの様子
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