花どけい
’１４/ ４/１０ No.７３

主な内容
☆“通い”の様子をちょっと拝見
☆「ぐるーぷ藤」の障がい者支援
☆ 認定 NPO 新ロゴ発表！
☆ 介護のワンポイント
☆ ご利用者のひろば

訪問介護事業
居宅介護支援事業
複合型サービス
訪問看護事業
障がい者グループホーム
障がい相談支援
高齢者住宅
レストラン
ボランティア活動

ぐるーぷ藤 ホームヘルプ
ぐるーぷ藤 ケアマネジメント
ぐるーぷ藤 しがらきの湯
訪問看護 ぐるーぷ藤
藤が岡の家
計画サポート ぐるーぷ藤
ぐるーぷ藤 一番館
OHANA( オハナ )
ボランティアすみれ

〒２５１-０００４ 藤沢市藤が岡１-４-２
TEL 0466-24-3100
FAX 0466-24-7100
E-mail:npo-fuji@cityfujisawa.ne.jp
http://www.npo-fuji.com/

発行責任者：鷲尾 公子

小規模多機能型居宅介護事業 ぐるーぷ藤 藤の花
〒２５１-０００２ 藤沢市大鋸３-３-２７
TEL ２７-１２００
FAX ２７-１２００
通所介護事業 デイハウス菜の花
〒２５１-００３７ 藤沢市鵠沼海岸２-９-１１
TEL ３５-７３３０
FAX ３５-７３３０
障がい者グループホーム 本藤沢の家
〒２５１-０８７５ 藤沢市本藤沢２-8-6

連絡先
☎0466(24)3100
0466(24)3100
午前9時～午後6時(年中無休）
時間外 090（7015）7062
表紙の絵は、川村コウイチ様のご厚意による作品です。

以上になると言われています。現在介護保

２０２５年には人口の３０％が、６５歳

てのチェック項目が多岐にわたり、この内

るだろうと予想できます。介護のプロとし

が根付くことで確実に介護職の地位が上が

実際に認定に携わっていると、この制度

険を利用している人は高齢者人口のわずか
容をクリアした人は介護のプロとして位置

いになれますので安心して下さい。

花の便りに心が浮き立つ季節を迎えまし
１８％です。多くの高齢者は地域の中で様
づけられます。福祉職側から仕事内容のエ

お元気ですか

た。私の花見はもっぱら藤が岡近辺です。
々な役割を果たしながら、自立した生活を

理事長 鷲尾 公子

梅・モクレン・菜の花・桜から紫陽花まで

ん。全国から続々とエントリーが上がって

ビデンスが示せる時が来たのかも知れませ

今、介護保険法改正にあわせ、街づくり
来ており福祉職の新しい評価制度として定

しています。

てもらっています。特に桜の時期には、朝
の仕組みづくりが始められようとしていま

本当に花と緑の豊富な地域で目を楽しませ
少し早く家を出て、花めぐりをしてから仕

高齢者の支えあい、子育てママと高齢者の

着していく事を願っています。

このたびの介護保険改正の議論は、
支えあい、高齢者と高齢者の支えあい。市

厚生労働省との懇談、二代目ﾘｰﾀﾞｰ養成塾講師
常務理事会、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修
1/28、3/10
介護ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｷｬﾘｱ段位制度ﾚﾍﾞﾙ認定委員会
1/23、2/20、3/21 市民活動推進委員会
生活支援ｻｰﾋﾞｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの役割と意義に関する研究
2/27

す。若者と高齢者の支えあい、障がい者と

一． 地域ケアシステムの構築
民同士が互いに支えあい、助け合う地域づ
認定ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会

事に入っています。

二． 費用負担の公平化

昨年から介護職のキャリアアップを目指

くりが本格的に始まろうとしています。

① 介護予防（要支援１・２）のうち、訪問
し、内閣府により始められた「介護プロフ

でおおむね次の四点からなります。
介護、通所介護を市町村の地域支援事業
ェッショナル・キャリア段位制度」の認定
委員をしております。この制度内容を見ま

に移行し、多様化する
② 一定以上の所得がある高齢者の自己負担

として人材の育成・確保を図ることを目的

すと、実践的な職業能力の評価・認定制度

③ 一定以上の資産がある高齢者は、補足給
としています。キャリア段位は一段から七

を引き上げる
付 特
（ 養の居住費・食 費補助 ）
をなくす

２
３

3月に卒園する
どんぐり園の子
どもたちとも交
流しました。
3月には梅の花の観賞に公園へ
お出かけしました。

ﾌｫｰﾗﾑ
片瀬地区福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「しおさい」講師
地域ﾕﾆｯﾄ伊勢原講師

3/15
3/23

藤沢市賀詞交換会
藤沢市個人情報保護制度運営審議会
民間介護事業推進委員会
1/5
1/9、2/13、3/13
1/14、3/25
1/6・11、2/4、23

しがらきの湯

自分たちで作ったものは自分たちが責任を
持って片付けるという事で、きれいにお腹
の中に片付けました。花より団子のみなさ
んでした。

理事長の外部活動 １月～３月
「しがらきの湯」では、毎月おやつを作るレクリエーションを行っています。3月は
皆さんで桜餅を作りました。餡を丸め皮を焼いて合わせれば出来上がり。餡は大きす
ぎないようにし、皮の材料も混ぜる順番を間違えるとダマになるので、気を付けなが
ら丁寧に混ぜ、綺麗な桜色に仕上がりました。

複合型サービス

段まであり、四段以上の人に介護のプロと

3月初めのお出かけデイ
では、梅の花の鑑賞に
行き、お弁当を食べて
楽しみました。

しての位置づけを与え、社会もその段位を

藤の花

一周年記念として、餅つき大会が行われました。
慣れない手つきでスタッフも四苦八苦する中、ご
利用者も久しぶりの餅つきに大変喜ばれていまし
た。出来上がりはとてもやわらかく、あんこに磯
辺においしくいただくことができました。

④ 施設サービスの見直し

菜の花

評価していこうというものです。

小規模多機能型居宅介護事業 大雪に見舞われた2月の土曜日、「藤の花」では開所

要支援の方は今後の利用が気になるとこ

通所介護事業

2月の第1週にゲストと節分の豆まきをしま
した。ゲストが作成した鬼を庭に置き、鬼
に向かって思いっきり豆まきをして、楽し
まれました。
皆さんの笑顔を見ると、
「鬼は外、福は内」
の言葉そのままに、「菜の花」
は福でいっぱいに満たされた
ようです。

ろですが、現在のサービスはそのままお使

通いの様子をちょっと拝見

さらに かく
ま
こ
め
き

障がい者支援
障がい者支援

これまでの「障害者自立支援法」を改訂し、
2013年４月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行されました。
「ぐるーぷ藤」では、ご利用者の日常生活全般を支援するために、さらにきめ細かく総合的なサービスを提供いたします。
指定特定相談支援事業所

障害者総合支援事業所

ぐるーぷ藤
ホームヘルプ

計画サポート
ぐるーぷ藤

在宅の方の状態に合わせて、
身体介護、家事援助、日常
生活支援等を行ないます。

居宅介護
家事援助
通院介助等

介護サービス
包括型グループホーム

藤が岡の家
本藤沢の家

サービス等利用計画
障害児支援利用計画
を作成します。

障がい福祉サービスを利用したい方・している方

視覚障がいのため
移動に著しい困難が
ある方に、移動に必要
な情報の提供
（代筆・代読を含む）
移動の援護等の
外出支援

通常の事業実施地域

藤沢市内

相談支援員
営業日時

３名

月～金

地域で、共同して自立した
日常生活や社会生活を送る
ことができるよう、食事の
提供、相談、その他の日常
生活上の援助を行います。

でもいろいろな活動をしてい
内
ム
ます
ホー

利用できる方

同行援護

（ホームヘルプ）

身体介護

2014年2月より
ぐるーぷ藤の
新事業として
はじまりました！

お食事会

土曜料理サークル

９:００～１８:００（時間外:携帯電話での対応）

サービス提供日時
年中無休 ９:００～１８:００（時間外:携帯電話での対応）

移動支援

行動援護

区分３以上で自己判断
円滑に外出できるよう、 能力が制限されている
移動を支援します。
方が行動する際、危険
を回避するために必要
な支援、外出支援

重度訪問介護

2014年4月から
知的障害者・
精神障害者の方
にも対象拡大！

重度の肢体
不自由者、知的障がい者、
精神障がい者で常に介護
を必要とする方の自宅で
の入浴、排せつ、食事の
介護、外出時における移
動支援

サービスの内容

１

ご利用者
そのご家族との
面接

支援する
ための課題
等を把握

心身の状況、環境
日常生活全般の状況等
の確認

サービス等利用計画の作成

ご希望される 将来の
夢は？
生活は？

適切な
福祉サービス等の
組み合わせを
検討し、計画
の原案を作成

ご利用者の
同意を得て
サービス等利用計画/
障害児支援利用計画
完成

ボランティアすみれの皆さんと
ホームの皆さんの自炊の練習として
いっしょに、月1回、レストランでの
はじまった料理サークルですが、
食事を楽しみます。
今では段取り、調理もバッチリ！
また、忘年会は、ホームの皆さんが
腕をふるってのシチューパーティ開催が
催が
恒例になっています。

訓練等サービス
共同生活援助

介護サービス

（グループホーム）

市に提出し、支給決定を受ける

行動援護

居宅介護

就労移行支援

自立訓練
練

就労継続支援

関係機関との調整等を行います

重度訪問介護

同行援護

療養介護

短期入所

重度障害者等包括支援
生活介護

５

２

支給決定後のサービス等利用計画の見直し
（モニタリング）

計画の実施状況の把握と計画の変更等
入所施設等への紹介と地域生活への移行のための情報提供

地域生活支援
サービス
移動支援

地域活動支援
センター
福祉ホーム

障がいがある方と地域の方が
いっしょに、編み物や小ものづくり等の
創
創作活動をしています。
こちらは
アクリルたわし。
洗剤いらずで
洗い物スッキリ！
レストラン

OHANA

レストランオハナで販売しています！
他にも新作続々！
４

ご 利用 者の ひ ろ ば
ご利用者のひろば
ご利用者の皆さまのご投稿をお待ちしており ま す ！

ぐるーぷ藤の ロゴデザインが グレードアップ！
認定取得に当たり、ロゴのデザインも変更。今回も、くまモンの生みの親であるクリエイティ
ブディレクター水野学氏がデザインしてくださいました。

「ぐるーぷ藤」のご利用者の皆さんの趣味の作品集です。
素敵な作品の数々！ご寄稿ありがとうございました！
紙細工「ブローチ」

ご紹介
くまもんの
生みの親
神谷万里子様
包装紙で作ったとは
思えません！

写真「朝焼け」
坂口貴嗣様

「帽子につけて
友人に自慢します！」

「藤の花」織物倶楽部
平林房子様

ママにおいしいご飯を作ってくれてあり
がとう。おいしいおっぱいになったよ！

ふじＢＡＢY

毛呂未代子様

「藤たすけあい」子育て支援

水野学(ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）
good design company 代表取締役
慶應義塾大学特別招聘准教授
1972年東京生まれ 茅ヶ崎育ち
主な仕事
熊本県キャラクター「くまモン」
ＮＴＴドコモ「iD」｢DCMX]
「adidas japan」
ANA「travelSmap」
「Francfranc」
他多数

2013年発行の「デザインノート」は、
一冊丸ごと水野さんの特集でした。
（発行所：㈱誠文堂新光社）
著書には「アウトプットのスイッチ」
他多数。

「藤たすけあい」サービスのご利用者
２０１４年２月生まれの

しまぐち けいた くん

水野 学 氏

「藤の花」生け花倶楽部
岡本延子様

コメントを
頂きました

介護のワンポイント
一番館ホーム長兼看護師 巻渕静美

点眼薬の使い方

書「さくら」
富田美和子様

産前1ヵ月及び産後1年は、1時間500円で
ケアをお受けします。

認定ＮＰＯ法人取得おめで
とうございます。ロゴを気
に入って頂けたようであり
がとうございます。尊敬す
るぐるーぷ藤に関われるこ
とは喜びです。少しでもお
役に立てたのならこんなに
嬉しいことはありません。
今後ますますのご発展をお
祈りします。

使用前には手を洗いましょう。指が目薬の容器の先
に触れると汚染されてしまいます。

一番館設立時から携わって下さっています。
当時の花どけいNO.48で紹介されました。

ス タッ
タ ッ フ紹介

下まぶたを軽く引いて、目薬を目の中に確実に入れる。
まぶたを閉じて目頭を軽く押さえる。
※2種類以上の目薬をさす時は5分程度空けましょう。

2013 年 1 月から 2013 年 2 月に入会された３名の方々です。

佐竹 克江
「藤」に入会して一年が過ぎま
した。ご利用者の優しい言葉で、
優しい気持ちになれます。
スタッフの方々のご指導に感
謝です。これからも頑張ります。

仲野 淳子

川本 成美

父のケアでお世話になった「藤」
父のケアでお世話になった
」。
ヘルパーとして母がお世話にな
った「藤」。今度は娘である私が
先輩ヘルパーの母からの勧めで
「介護に携わるなら藤でしょ！」
の一言で今日にいたっています。
感謝の気持ちを忘れず、精進し
て参りたいと思っています。

「藤の花」の食班で働いてい
ます。私の作った料理をもり
もりと食べてくださると嬉し
くやりがいを感じます。
楽しく美味しく食べていただ
けるように頑張ります。

７

★目に入れば1滴で十分です。
★回数は指示通りにしましょう。
★「冷暗所」と書かれているものは冷蔵庫に保管。
★ふたを開けてから一ヶ月を過ぎると安全は保証で
きません。

６

□ ご寄付いただきました！

□ご寄付のお願い

㈱ニュークイック様より、
自転車２台とパソコン１台を
「本藤沢の家」にご寄付いただ
きました。
ご厚意に感謝し、大切に活用
させていただきます。

2013年12月25日、「ぐるーぷ藤」は認定NPO法
人として認定されました。“安心して暮らせるまちづ
くり”を実現するために、共に社会を変えていきませ
んか？大勢の皆さまにお力添え頂けますようお願い
申し上げます。
昨年12月末に、ぐるーぷ藤の活動に賛同して
くださったY様よりご寄付いただきました。
確定申告をして
寄付金控除が受けられました

□ 研修プロジェクトより

Y様のご寄付から
確定申告までの流れ

ント
りコメ
Y様よ きました!
いただ

地域の街づくりをし
ているぐるーぷ藤の活
動の一助になればと思
い寄付させていただき
ました。
自ら決めた団体を直
接サポートできること
はとても光栄です。
また、簡単な手続きで
還付されるのもうれし
く感じました。
心より謝意を申し上げます。
「福祉のまちづくり」実現のために
活用させていただきます。

救命救急講習会

12月 ぐるーぷ藤へのご寄付
・ぐるーぷ藤が領収書発行
・ご勤務先より源泉徴収票を入手
※１

２月 試算した結果、「税額控除方式」
で確定申告書を作成し、提出。

４月 国税還付金の振込
※２

日
時：2月１日（土）
講習内容： ①心肺蘇生法の流れ
②AEDの手配と操作手順
③止血法
④気道異物除去法
救急隊が来るまでの応急手当としての救命救急法を
学びました。初受講者は救命救急の大切さを、再受
講者は改良された部分を新たに確認しました。
この講習を継続して受けることが実践につながると
実感する内容でした。
※「ぐるーぷ藤 一番館・藤が岡」１階にAEDを設置しています。
近隣でご入り用の際には、お声がけください。

６月～ 住民税への反映
※１寄付控除には、税額控除方式と所得控
除方式の２つの方法があり、どちらか有利
な方法を選択できます。但し、控除額には
一定の上限額があり、また、どちらかが有
利な方法になるかは所得によって異なりま
す。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合
わせください。
※２住民税控除は、各都道府県、各市区町
村によって異なります。詳しくは、お住ま
いの自治体にお問い合わせください。

□ 被災地支援

介護福祉士受験対策研修
日
時：２月24、25、26日
３月に行われる国家資格である介護福祉士資格取得
をめざす研修を毎年開催しています。
今年は４名が受験しました。

「ぐるーぷ藤」は、“震災を風化させないために被災
地を応援し続け、状況を発信し続ける”という「認
定ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会（市民協）」
の理念に賛同しています。
この度、市民協と被災地のNPO（障害者就労支援A
型事業所）が共同開発したレトルト商品を「ぐるー
ぷ藤」の防災備品食品として３０セット購入しまし
た。

コミュニティレストラン
コミュニティ
レストラン

日曜日～金曜日/11:00～16:00営業

□ 第 10 回通常総会

皆さまのお越しをお待ちしております。

開催のご案内

好評レシピ
Ｎo.１８

第10回（通算第22回）通常総会を下記の日程で行います。
。
日 時：５月２５日（日）10：30～14：00
場 所：オザワビル
辻堂神台1-3-39

編集後記
今年の冬は寒かったですね。大雪にも驚かされました。
ようやく暖かい春が来て、新年度が始まりました。
昨年に続き、今年も新しい芽が開きそうな予感…。
（上原美・井出・岩澤・小野淑・戸田・橋本雅）
８

オハナ風
菜の花のあえもの

[材料]
菜の花
一束
少々
しお・コショウ
お好みで
オリーブオイル
アニスシード（スパイス） お好みで

<作り方>
① 塩を入れたお湯を沸かし、菜の花をかためにゆでる。
② 冷水でさまして、水を切る。
③ 調味料を入れて和える。
すごく簡単！でも、ちょっとおしゃれ♪ お家カフェの一品に！

