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パールが大切にする基本三理念 一 人間の尊厳 一 個人の尊重 一 共に生きる社会づくり

ハロウィンといえば渋谷。渋谷のハロウィンといえば、

「代官山ハロウィン」です。

気温13℃の肌寒い日でしたが、代官山は仮装した子供達

やお父さん、お母さん達の熱気で溢れていました。

社会福祉法人パールも「代官山ハロウィン2016」に参加

させて頂きました。今年の代官山ハロウィン2016は、チケッ

トが1000枚近く売れたそうです。しかも実行委員会のご配

慮により、色違いバルーン探しの7ヶ所のひとつにパール

を選んで下さり、メインスポットよりも少し離れています

が沢山の可愛い仮装した子供達が来て下さいました。

今年も株式会社シマダヤ様からのご好意で「長持ち麺」を提供して頂きました。シマダヤ

様のご好意に感謝申し上げます。

可愛いプリンセスやスパイダーマン、スターウォーズのダースベーダー、ヨーダ等に仮装

した子供達へ、魔法使いやカボチャのお化けに仮装したパール代官山のご利用者と一緒に長

持ち麺を配りました。子供達からお礼に折り紙をもらい、中には「ようかいパーティー」の

絵を描いてきてくれたお子様もいて、ご利用者は大変に喜ばれていました。寒くて風邪を引

かないようにと早めに施設の中に戻ろうと誘っても「まだいたい」と言うご利用者もおられ

たほど、皆様とても楽しまれていました。今回は、都立第一商業高等学校の生徒の方達もボ

ランティアとして参加され、皆が事故も無く安心して代官山ハロウィンを楽しめました。

実行委員の皆様を始め、沢山の方達に支えられ地域の方達と、触れ合うことが出来ること

に感謝申し上げ、来年の代官山ハロウィンも楽しみしております。沢山の子供達から頂いた

折り紙は、後日ご利用者と一緒に大きな模造紙に貼って施設に飾らせて頂きます。

～平成28年10月30日(日)～

社会福祉法人パール パール代官山
副施設長 高橋 浩宣



第124号 パールだより 平成28年11月1日

2

ほのぼのクラスでは秋の恒例行事「運動会」を3日間

開催いたしました。

皆さん待ってました！とばかりに大張り切りのご様子。

いつもの「ほのぼのルーム」は立派なスタジアムと化し、アグレッシブで、エキサイティ

ングなゲームが展開され、毎日が名勝負の連続となりました。

皆様が真剣に取り組む表情、そして笑顔は忘れる事ができません。

来年も皆様が元気で参加して頂ける様、

この1年も頑張りましょう。

デイサービスセンター パール鉢山

ケアワーカー 天田哲司

聖マリアン保育園の園児13名に来所いただき､世代を超えた

交流会｢おもちゃ図書館｣を賑やかに開催。

大いに遊び、笑い ､盛り上がった時間を過ごすことができま

した。そこには年齢差という垣根は全くなく ､誰もが笑顔で

触れ合っていました。

東京都新任公務員や教職 ､社会福祉資格等の実習生も共に

この時間を楽しみ､良い体験になったのではないでしょうか？

園児の皆さんは昔懐かしい歌や､今流行のダンスも用意し、披露され､拍手喝采に喜ん

でいました。

普段見られないご利用者方の子供達に接する笑顔が素敵でした。職員一同、愛情溢

れる空間を共有できた事に喜びを感じる事ができました。

デイサービスセンター パール鉢山

副主任 菊池 努

～平成28年10月19日(水)～

～平成28年10月24日(月)・25(火)・26(水)～
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ますます加熱しているという｢オレオレ詐欺事件｣｡そんな恐さを他人事ではなく､「身近な

出来事として一層の注意意識をもっていただきましょう」と、今年も渋谷警察署・塩谷警部

補にご来所いただき、防犯レクチャーをいただきました。「何はともかく、電話にてお金の

話が来たら、それは詐欺と思ってください。たんす貯金を持っている人だけが被害に合うわ

けではありません。日頃『私はお金持っていないので心配ないわ』という人も被害に合うの

です。何故ってそんな人ほど家族が困難に陥ると、借金をしたり、保険をキャンセルしたり、

あらゆる手立てでお金を工面され､払ってしまう方が多いのです。

そんな‘日本人の美徳‘につけ込むのがオレオレ詐欺です。何

か電話等でおかしいな、と思ったら、是非渋谷警察に一報をくだ

さい！直ぐに警察が駆けつけます。」との力強いお話に皆さん驚

きながら､真剣にお話を聞いていらっしゃいました。

デイサービスセンター パール鉢山

生活相談員 川﨑淳子

上記委員会の「デイサービス機能検証ワーキングチーム」では、

昨年度より国が示す「地域包括ケアシステム構築｣に対して、我々

社会福祉法人が運営するデイサービスセンターが､その地域におい

てどのように寄与すべきかを協議してきました｡そのためにも「第

三者にデイの機能を説明できるように可視化する｣ことを前提に、

「デイ職員自身が､自分達が提供するサービスの機能を整理する」

ことを目的とした調査研究を開始することとなりました。

その第一段階としてこの度、東京大学地域看護学講師・成瀬昴先生にご協力頂き、5つのデ

イ施設においてサービス内容の調査、及び職員へのインタビュー等を行いました。

同委員会のメンバーでもある私ども｢パール鉢山｣でも9月12日に実施。ファシリテーター･成

瀬先生により、参加した当事業所職員10名から､様々な意見を引き出していただきました。実

際この機会は､私たち「パール鉢山｣がどんな力を持って､どんな意義のあるサービスを提供で

きているのか､まだまだ企画次第では様々な役割を果たすことが出来るのではないか、と改め

て考える貴重な気付きの時間となりました。

今後はこのインタビュー結果を元に､更なる調査がなされ､結果を分類・集計すること機能

の可視化を図る予定です。この結果を踏まえ､私どもも今後、社会福祉法人としての社会的使

命や役割を考え､活動につなげて行きたいと思っています。

～平成28年9月12日(月)～

デイサービスセンター パール鉢山
センター長 新井 伴明

～平成28年10月17日(月)・19(水)・20(木)～

(連絡先：渋谷警察署03-3498-0110)
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福祉総合プラザパールで総合防災訓練を行いました。今回の訓練は、4階デイサービスご

利用者40名、3階・2階の特養・ショートステイご利用者60名、地下1階デイサービスご利用

者12名、そして1階地域交流ロビーで活動されているパールライフご利用者、全員の方をベ

ランダもしくは外へ安全に避難誘導する訓練です。約120名の各フロアで過ごされているご

利用者を安全に速やかに避難誘導するためには、どうすれば良いのか。各部署、職員間で

検討を重ね、訓練に望みました。当日は、松涛消防署の消防隊の方達に来て頂き、訓練内

容の評価をお願い致しました。

全館放送を行い訓練開始。放送担当者は火災報知機が作動していることを告げ、1階の全

職員が地域交流ロビーに集まり点呼。入江施設長の指示で各階のフロアに分かれて、ご利

用者の避難誘導に走りました。災害時エレベーターは使わず非常階段を駆け上がります。

ご利用者が不安にならないように、常に声かけしながら誘導。各階避難が終わったフロ

アから1階玄関に設置された自衛消防本部にいる新谷理事長と救護担当の新谷医師と高橋訪

問看護センター長へ無事に避難誘導したことを報告。職員皆が緊張しておりましたが、何

よりも心強かったのが、鉢山町会の皆様も参加して下さり一緒に避難誘導をして下さった

ことです。いつも大変にお世話になっております鉢山町会の皆様は、多忙のところをパー

ルの総合防災訓練に参加して下さいました。本当に有難うございました。

全職員が連携し合い、15分で全館のご利用者を事故もなく安全に避難誘導することが出

来ました。松涛消防署からも、「落着いて放送案内や避難誘導が出来ていました。」と評

価を頂きました。今後とも、いつ何があっても安全に迅速に行動していけるよう、訓練を

重ねてまいります。

防災管理者 高橋 浩宣

～平成28年10月25日(火)14時～
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弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職が集まり、事例などを通して『後

見人制度』に関わる事項について理解を深める『後見人連絡会』に包括職員として

参加致しました。

今回は住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される『地域包括ケ

アシステム』が主題となり、専門職の方々と社会資源や地域の方々との結び付きに

ついて意見交換を行いました。参加者のご意見から、改めて地域の特性を理解する

ことと『地域包括ケアシステム』を構築することの重要性を認識致しました。

今後も地域の方々との関わりを密にし、安心して生活が継続出来る地域づくりに

貢献していきたいと思います。

地域包括支援センター パール
社会福祉士 廬原 大輔

～平成28年10月18日(火)渋谷区文化総合大和田センター～

～平成28年10月26日(水)パールB1F研修室～

本年度2回目の『地域連絡会』が開催されました。

今回は民生委員の方々にも『渋谷区セーフティーネット見守り

サポート事業/見守り協力隊員』の活動について理解を深めて頂く

ために事例を2件報告し、意見交換を行いました。独居などで日常生活にご不安を抱えてい

る方を対象に行われておりますが、訪問時に感じたことや意識したことなど見守り協力隊員

の方々よりお話を聞く事が出来ました。

改めて民生委員・見守り協力隊員の皆様による連携が、住み慣れた自宅で安心して生活で

きる地域作りへ大きな貢献がされていることを認識致しました。

地域連絡会の開催を重ね、地域の皆様との繋がりを強固にし、

よりよい地域作りに貢献出来るように努めて参ります。

地域包括支援センター パール

センター長 大木田 敏之

今期をもって、地域発展にご尽力された4名の民生委員がご退任されます。

矢口 保子様 内田 チヨ様 松野 妙子様 市川 美貴子様

ご退任後も、地域での活動のご協力を宜しくお願い致します。
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地域の方々・職場の元同僚の方々等130人余が参加され、皆で名残を惜しまれました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

故、関口珠洲男様は、NHKの照明技術者。この道のプロとして国際的に活躍され、定年退

職後も氏の技術を高く評価されて、しばらくNHKに残り勤務されていたそうです。とりわけ、

宮城まり子さんの信頼熱くご家族でお付き合いされたとのこと。お嬢様2人と4人のお孫様を

愛しておられました。10年前に鉢山町にお引越され、パールとのお付き合いが深くなりまし

た。3年前から渋谷区のシニアクラブ（喜楽会）の会長として、誠実・熱心に活躍されてい

ました。この時期「大腸がん」を発症。手術・治療を受け入退院を繰り返しながら、病に負

けず治癒を念じ、地域活動やシニアクラブを家族同様に愛し、責任を持って活躍されました。

その活動ぶりには会員皆様が尊敬されています。パールでも地域の方々のご支援による「パー

ルライフ」と称する地域の方々の溜まり場の会計幹事を務めて下さいました。

最近、ご病気治療中の支援をパールが担当。介護保険で訪問看護を利用され、私もケアマ

ネとして、度々お宅に訪問致しました。身近にお付き合いをさせて頂く時、何時も笑顔でや

さしいお話しぶりでした。ご家族・とりわけ奥様に対しての愛情は深く、感激致しました。

病魔を押してシニアクラブの会合や7月6日の旅行にも参加され、お仲間と楽しむ事を自然

にされていました。この時期から病状を案じ入院されていましたが、病院から外出許可を得

て、家族と外食に出かけられたり、自宅に帰宅されてリハビリに努めておられていました。

病室に伺うと笑顔でお話しされ、心配事の相談もして下さいました。

10月1日病室にシニアクラブの副会長、木村・内藤さんがお見舞いに行かれ、えびす「の

びのびこども園」の運動会の報告を楽しまれたと伺います。翌日2日からのクラブの旅行に

参加出来ない事を残念がって、涙を流しながら「気を付けて行っていらっしゃい」と言われ

たそうです。それから1時間後、木村さんらが病院から帰宅され、最初に受けた電話が訃報

のお知らせにびっくり。ご本人のベッドの傍で寄り添っておられた奥様の手の中で眠るよう

に息を引き取られたと伺います。ご冥福をお祈り致します。

奥様から電話でパールでの葬儀の相談を受けました。以前からのパールでお別れ会をした

いご希望のため、すぐに病院にお迎えに伺う手配をしました。会の内容についてのご相談を

致しました。ご本人がクリスチャンであり、生花で祭壇を飾り、献花でお別れ、何人かの方

にご本人の生前のお話しやお別れの言葉を頂く。最初と会の間に、讃美歌を皆で歌う事をご

提案いたしました。喜んで下さったので、パール関係者のクリスチャンの音楽家のお手配で

教会から讃美歌３曲と歌詞が届きました。数人の

方のお別れの言葉と、パール職員がピアノを弾き、

音楽家の指揮で多くの方々が涙を流しながら讃美

歌を歌いました。 本当に心温まるお別れ会にな

りました。気が付くと130人余のご参加により、

盛大なお別れ会となりました。（この記録はご家

族の協力を得て致しました。）

社会福祉法人パール
理事長 新谷 弘子

～平成28年10月26日(水)パールB1F研修室～

スズオ
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お看取り介護をさせて頂いた故、島塚光の奥様から、感謝の気持ちを書面で伝えて頂きま

した。心からご冥福をお伝え申し上げます。

「主人の最期をパールで過ごさせて頂いたことに、心より感謝申し上げます。

娘と二人、特養パールの静養室個室で1週間もの間、主人と一緒に過ごせたことは、今まで

に無かったことなので、主人を天国に送り届ける最高の条件を、パールが整えて下さったの

です。心から感謝しております。」

ご主人の光様は、11年前から７回も脳出血を繰り返されて、病院や老人保健施設の入退院

を今日まで繰り返されておりました。

最後に長期療養病院からパール特養に入所されたのは8月9日でした。前の病院ではベット

上での生活だったそうですが、パールは医療施設ではなく、介護施設のため入所された日か

ら昼間は主に車椅子生活になります。食事もゼリー食を自ら召し上がっておられました。日

常会話を交わし職員やご家族と色々お話をされていました。

丁度、夏のシーズンの為、8月14日の納涼祭にも、9月10日の夜の花火大会にもご家族と参

加され、ご本人もご家族も大変喜ばれていました。こんな事今までになかったと、奥様は喜

んで下さいました。

奥様は、毎日お見舞いに来て下さり、夕食の介助をされていました。その度に奥様は「パー

ルでこんなに人間らしい生活が出来て本当に嬉しい」と喜んでおられました。それが10月1日

の夕食、奥様の介助で全量摂取されましたが、夜中から発熱され医師から誤嚥性肺炎の診断。

ご家族の希望で翌2日から静養室に移り、終末期介護が始まりました。静養室にはご家族がお

泊りになれるよう生活環境が整っています。その日から職員と共に、奥様とお嬢様がご一緒

に、交代で毎日24時間介護に参加されていました。その間ご親族や知人の方のお見舞いもあ

りましたが、9日の夜中にお苦しみもなく、眠るように天に召されました。

ご家族揃って、ご主人の傍で職員と共にお看取りをされました。1週間、ずっとご家族がご

主人の傍で過ごされたことを、今までになかった幸せな時間だったとおっしゃいました。パー

ルに入所されて丁度2か月でした。「パールの医師や職員に素晴らしい心配りを頂き、真夜中

でもすぐに対応して頂き、感謝です。家族が参加して最期を看取る事が出来たことは、本当

に嬉しかった」と何回も、感謝の気持ちを伝えて頂きました。教会での前夜祭・お葬儀の時、

参加者にお伝えになって、「ご主人の光様が、幸せな生涯であったと皆様から認めて頂いた」

とおっしゃって頂きました。（ご本人のご承諾を得てお伝え致しました)

職場体験実習に於いて、丁寧なご指導を賜りありがとうございました。

2日間の研修を通じて、福祉サービスを利用される方々と、そこで勤務する職員の方々の様子

を肌で感じることが出来、福祉事業の最前線の現状を深めることが出来ました。特に「おも

ちゃ図書館」の活動。Ｓ保育園の園児との交流会で、利用者の方々と園児が楽しく遊ぶ交流

の様子は、とても印象に残っています。地域交流の拠点として、社会福祉法人パールが果た

す役割の重要性についても、改めて認識する事が出来ました。今回の研修を通して感じ学ん

だことを、今後よりよい都政の実現に向けて一層努力していく所存です。パールの益々のご

発展を心よりお祈り申し上げます。

Ｍ・Ｎ Ｍ・Ｍ

理事長 新谷 弘子（主任 ケアマネジャー）

島塚 啓子様
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〇自己紹介をお願いします。

東京都出身で鉢山町在住の市川美貴子です。民

生委員や町会の副会長、パールのサポーターをし

て協力しています。

山梨県出身で鶯谷在住の清水ちか子です。腹膜

炎の大手術後、パールの存在を娘から聞きパール

ライフのサポーターとして参加を始めました。退

院当時35キロの体重が、パールの食事のおかげで

45キロに戻りました。

山口県萩市出身で戦前は原宿、戦後は千駄ヶ谷、

現在は南平台在住の新谷弘子です。社会福祉法人

パール･福祉総合プラザを開設して18年経ちました。

地域の皆様方にご理解ご支援を頂き、ご縁のある

渋谷で地域福祉の業務が出来て幸せです。3人の子

供を育て、7人の孫、曾孫が1人います。

―清水＝キッチンパールは月曜日～土曜日の11:30

～15:00まで誰でも自由に利用することが出来ます。

365日自宅に配食を行っています。私はパールの食

事のおかげで健康に過ごせています。月に2回パー

ルにて高齢の方と集い、リハビリ体操の後、昼食

を一緒に頂く活動もしています。ご利用者が帰る

時に明るい顔で帰宅されるのがとても嬉しいので

す。

〇戦後の生活と、オリンピックは見に行かれまし

たか？

―新谷＝焼け跡生活の衣食住に事欠く生活は、個

人の努力ではどうしようもなく「社会全体が良く

ならなければ！」と思い、大学は社会福祉科に進

みました。昭和30年に大学卒業後、都の民生局で

生活保護者のケースワーカーに従事。その後結婚

し、子育てをした時期に子供を連れてオリンピッ

クを見に行きました。

〇大学を卒業してから今までずっと福祉関係の仕

事ですか？

―新谷＝今までずっと福祉関係の仕事をしており

ます。夫が医者であった為、夫の米国留学に家族

と同行し、そこで3人の子育てをしました。米国で

のボランティアや地域活動に住民が参加している

実情を見て、私は衝撃を受けました。日本に帰り、

子供たちが幼児・小・中で経験した事を日本でも

やりたいと思い、社会福祉活動教育研究所（社活

研）を設立しました。そして20年ほど東京都社協

でボランティア実践部会長を務め、ボランティア

活動を日本に広める努力をしました。それが元に

なり、社会福祉法人パールの設立となりました。

お陰様で良い巡り合わせがあり、私の思いを一つ

一つ実現する事ができて大変嬉しく思います。現

在もパールには100人余りのボランティアの方が活

動して頂いています。

〇社会福祉法人パールでの活動とはどういったも

のですか？

―新谷＝パールの事業は約50種類あります。第一

種社会事業の特養老人ホーム。第二種社会事業で

はデイサービス・認知症デイサービス・ショート

ステイ・訪問介護・相談事業。公益事業の訪問看

護・ケアプランセンター・資格を取る為の研修事

業・障害者のサービス（精神障害者・障害児の自

立支援）。また、移送サービス・365日の配食等が

あります。

社会福祉法人は法的に「公益事業を義務付」で

すが、施設事業中心で地域に出ていない所が多い

です。しかし、ボランティア活動から始まったパー

ルは地域に出て地域貢献事業を沢山しています。

他にも私は赤十字特殊奉仕団の委員長を２グルー

プしています。一つはハンドドケア・ビューティ

ケア。もう一つは視覚障害者援護です。現実的に

は朗読の勉強・対面朗読と録音朗読。農水省と連

携して「食生活改善協会」を設立しました。全国

の視覚障害者に献立や食事・栄養の問題、料理の

仕方を１時間テープにまとめ1500本～2000本をボ

ランティアと作成し送っています。

メモリアルセレモニーもしています。お祝い事･お

葬式については施設に入所している方も、地域で

※渋谷のお母さんの部とは渋谷の事を「最先端の田舎」と言い、そこのお母さん方に井戸端会議をして

頂く番組だそうです※

総合司会KATSU佐藤さん、パーソナリティー香内真理子さんで進行。市川美貴子さん、清水ちか子さん、

新谷弘子が出演、一部を抜粋してのご報告です。
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お世話をした方々にも行っています。職員との方々

に心を込めて葬儀のお手伝いをさせて頂きいます。

これを支えている職員にも感謝です。

〇渋谷区との連携は？

―新谷＝地域包括支援センター・パールは渋谷区

の直接の出張所です。介護保険関係も渋谷区の制

度です。今までに3回、渋谷区と共催で「障害者

もお年寄りも子供もみんなで心のバリアを除く」

と、渋谷公会堂で音楽会を開催しました。指揮者

はフランスのブザンソンコンクールで1位を獲得

した松尾葉子先生。観客全体と一緒に昔懐かしい

歌を歌いあげました。毎日どうしたら皆様に喜ん

で頂けるかと、職員とボランティアの方達と考え

て実現しています。

〇パールで協働している施設が他にありますか？

―新谷＝渋谷区内の色々な施設が有効に協力しあっ

ています。渋谷区内の約40の事業者が集まった地

域福祉サービス事業者協議会があります。私はそ

の会長を努めていますが、他職種の方々と協力し、

事業の情報交換を行っています。年に3回総会を

開催し、行政と協力して事業者同士が区民生活を

安定させる為に速やかに要件を満たす非常に良い

協力団体です。

〇忙しい毎日ですが、普段の生活はどうですか？

―新谷＝家には寝に帰るだけですが、皆様が心配

して下さるのが有り難いです。皆様に助けられて

今日の生活があるのです。

―清水＝先生は、私のような人にも「あなた達が

いるから私があるのよ」と感謝して下さる、その

言葉が素晴らしいと思います。

〇鉢山町はどうですか？パールでボランティアを

するきっかけは？

―市川＝鉢山町は田舎の人が来てもビックリする

ほど静かです。12年間民生委員活動をしてきまし

た。パールへ見学に行き、理事長から洗濯のボラ

ンティアの話を聞いたのがきっかけです。それか

らなんとなくパールに出入りをするようになりま

した。普段はパールの仕事、日赤の奉仕団、町会

の役員です。この年齢になるとこういう仕事が向

いていると思っています。

―新谷＝新しい区長が来所した際「福祉施設は、

国立や都立・区立ですが、パールは地域立ですね」

とお話下さいました。パールライフも松下恵比寿

連合長会長が後援会長です。資金を集めて人が集

まり、皆様が協力して色々な仕事ができていると

思います。音楽会も地域の皆様なしには出来ませ

ん。また、職員も非常に協力的で率先して動いて

います。こういった地域福祉の考え方を次の世代

に繋げていく事が大切だと思います。

―市川＝理事長が女性の為、細かく気が付きオー

プンです。地域の人たちが気軽に自由に出入りが

できるようになっている。細かい仕事は女性に向

いていると思います

〇介護予防教室とは？

―新谷＝自立して生活するには、普段から元気で

いる事が大切です。孤食や一週間のうち1回も外

出しない人、話をしない人は認知症になりやすい

と、東大などで研究発表されています。閉じこも

りは、健康にも良くなく、外出しないと足の筋力

も低下します。それを防ぐ為に、パールでは頭の

体操やPT（理学療法士）によるリハビリ体操、転

倒防止のトレーニング、皆で一緒に栄養のある食

事と会話を楽しむ機会を設けています。それが予

防教室・若返りサークル・パールライフです。パー

ルライフは地域の皆様が出資して、場所をパール

が提供しています。そのお陰で皆様お元気に生活

しています。

―清水＝退院してから何もできなかった私が元気

でいられるのは、パールの食事とパールライフの

お陰です。

―新谷＝大勢の方に来て頂き、おしゃれもして皆

さん若返っておられます。皆様お綺麗です。

私も時々市川さんから「ちょっと口紅を付けて」

とご指摘を受ける事があります。

―市川＝口紅を付けるだけで明るくなる。良い印

象でいる事が大切だと思っています。

―清水＝週1回のパールの茶道クラスにも参加し

ています。病気をするまでは、渋谷区の真ん中に

こんな施設があるとは思わなかったです。

〇渋谷だからできる事は？

―新谷＝この場所は地域の応援もあり、更にサー

ビスのニーズの要求が高いのです。するとそれに

応えようとする職員の業務レベルが上がります。

職員も施設も地域の皆様に育てて頂いています。

〇最後に感想･告知をお願いします

―市川＝職員の方はすごく優しいです。質の良い

仕事をしていると思います。先日清水さんが茶道

の時に、3回ほど「楽しいわ」と仰っていて印象

に残りとても嬉しくなりました

―新谷＝パールは沢山のサポーターと皆様から支

えられています。これからも地域の役に立ちたい

です。

―清水＝私の健康はパールのお陰です。ありがと

うございました。

社会福祉法人パール
理事長 新谷 弘子
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猛暑が過ぎ過ごしやすい季節になってきたところですが、寒暖の差が激しく体調を崩しや

すい季節でもあります。施設・在宅の皆様方におかれましても、よく動き・よく食べ・よ

く寝て、元気にお過ごし下さい。

さて、10月は秋の大運動会シーズンです。毎年開催されている、恵比寿地区大運動会が

開催されました。当日は天候にも恵まれ、絶好の外出日より。午前・午後と2班に分かれ、

特養ご利用者をお連れし観覧してきました。

パールの職員も、鉢山町会のメンバーとして競技に参加。毎年、成績があまり芳しくな

い鉢山町会ですが、今年は違いました！午前の部を終了した時点では、何と驚きの総合2位

をキープ。午後の部はふれないようにしておきますが、それでも一桁台の順位を獲得する

ことが出来ました。自らリレーの選手を立候補した厨房T職員は、今にも転びそうな走りで

力走･･･。日頃の運動不足が浮き彫りとなっていました。

運動会や盆踊り、総合防災訓練など、各種イベントを通して地域の絆を深めている恵比

寿地区連合町会の皆様方。渋谷の大都心の中で、しっかりとしたコミュニティが形成され

ており、地域の活力をあらためて感じることが出来ました。

一緒に汗をかき、一緒に歓喜を上げ、一緒にお弁当を食べ、町会の方々と楽しい1日を過

ごすことが出来ました。若手職員を大勢送り込み、来年こそは入賞を目指して頑張ります。

パール代官山 施設長 入江 祐介

～平成28年10月16日(日)～
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『渋谷区恵比寿地区見守りサポート茶話会』で開催されました。

私達地域包括支援センターの職員もお手伝いに行ってきました。

この茶話会は、見守り協力員との交流を図り、地域住民に見守り

サポート事業を知って頂く目的で、年1回ペースで開催しています。

ご参加いただいた皆様に抹茶とお菓子が振舞われ、前半は六本

木次郎さんの懐メロ。みんなで一緒に歌うことで若い頃の思い出

がよみがえり、笑顔の花が会場全体に咲きました。

後半はパールの堀川ケアマネジャーによる健康体操。自宅でも

できる体操を行い、楽しいひと時を過ごしました。

恵比寿の見守り協力員はお一人暮らしの方を中心に、話し相手が

いない方や見守りが必要な方に対して、見守り協力員が2名ずつで

訪問しています。

見守りを希望される方は地域包括支援センターまでご連絡をお願

い致します。

地域包括支援センター パール

センター長 大木田 敏之

～平成28年10月27日(木)地域交流センター恵比寿～

平成28年度より、居宅介護支援事業所にてケアマネジャーの実務研修受入が始まります。

この数年、高齢者・介護業界を取り巻く環境は、大変複雑化していることを感じます。

実際に現場にでたときにも、医師・看護師との看取りケアなどの際の連携、高齢者認知

症単身者世帯への支援でも、権利擁護のために行政や社協との連携など、ケアマネジャー

には、介護だけでなく、時代や社会などを幅広く理解することが求められていることを実

感させられます。

そのような背景の中、H28年度より、ケアマネジャー初任者向けの研修もこれまでの44時

間から87時間と拡大されました。その中に、複雑化する介護の現場を実際に体験してもら

い学んでもらおうという現場実習を、3日間行うことが追加されています。その受入先とし

て、加算居宅介護支援事業所が受け入れと対応していくことになり、ﾊﾟｰﾙ居宅介護支援事

業書・恵比寿居宅介護支援事業所とも、受入を行ってくことになりました。

職員一同、実習生への指導を行い、その中で自分達も学び、更にレベルアップを目指し

たいと思っています。

パール恵比寿居宅支援事業所
主任ケアマネジャー 荻布 善和

パール居宅介護支援事業所

主任ケアマネジャー 新谷 弘子
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後援会員とご寄付・サポーターを募っております。

松下義男氏がパールライフの介護予防を目的とした「地域の居場所つくり」活動の意を理

解して下り、後援会長を引き受け下さいました。富沢洋・鉢山町会長、伴文康・長谷戸町

会長が副会長として活躍下さっています。更に、恵比寿地区16町会長の皆さんが、この後

援会の役員として応援して下さっています。恵比寿16町会の住民の方々以外にも、南平台

や桜丘、豊沢・新橋地区の町会長や東地区地域の方々からも協力を申し出て下さり、資金

の援助として年会費3,000円とご寄付を頂いたり、サポーターとして参加して頂き運営して

おります。人材や不足の費用は、パールからも支援させて頂いております。

介護保険の適応も、区からの予算もないこの事業は、高齢化が急速に進む中で、地域の方々

が安心して元気で過ごして頂けるための「地域共生社会創り」です。国が推進している事業

ですが、今までに無いこの福祉のニーズに対し、このパール周辺では、地域の皆様のご努

力で先駆的に取り組んでおります。またサポーターとして、沢山の方が参加者へのお世話

のお手伝いをして頂いてます。

長谷部健区長は、社会福祉法人パールの事を、「地域立・社会福祉法人パール」と言われま

す。正にその通りで、地域の方々が、法人の評議員をして下さったり、パールライフの役員

や、会計監事をして下さり有難いことでございます。

65歳以上の人口割合は、2015年には26.7％。2025年には30％を超えると予測されていま

す。14歳以下より、65歳以上の人口が多くなった今日の少子・超高齢化現象は、国の財政

赤字の源となっています。皆が元気で健康寿命を長くする努力をして、模範的な地域にし

たいと関係者は願っているのです。

書道クラブ、英会話クラブ、お菓子つくり、茶道クラブ、合唱クラブ、太極拳、リハビリ体

操、口腔ケアトレーニング、などなど。他にも参加者のご希望に沿った、活動を楽しく展開。

月曜～金曜日まで毎日、必要な方には送迎にもお応えしてます。

10月18日（火）には、恵比寿地区町会長の皆さんがパールへ見学に来て下さいました。全館

の活動をご覧になり、パールライフの活動にも参加されて、皆で食事を共にして、意見の

交換をいたしました。地域が高齢者や障がいを持つ方々の住みよい地域にする思いを一同

熱く致しました。孤食の方、週に1回しか外出しない方は、心身の老化が早い報告がありま

す。

参加費600円。安くておいしいバランスのとれた食事は、ご自分で選んで頂きます。

450円～600円です。要支援以上の方は区の食券の利用が出来て安くなります。

参加者は楽しく過ごされ若返えられます。関心のある方は是非ご連絡下さいませ。

〈実行委員〉新谷弘子 市川美貴子 木村美佐子 古川美穂

日高昌子 佐藤道子 清水ちか子 関口洋子

連絡先 電話 03-5458-4811から4814。03-5458-4816。03-5458-5011。

パール事務局 山口・新谷・入江・早川・成松・大木田・鈴木・廬原(ｲﾎﾘﾊﾗ)

パールライフ後援会長 松下 義男
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特養のご利用者を対象にアニマルセラピーを行いました。渋谷

区桜丘にあるペットの専門学校ビジョナリーアーツの学生の方

達、グリコ、あられ、ポッキー、ぷりん、かぼすの5匹の愛犬と

来所され、1階のピロティーにて賑やかに開催されました。始め

に愛犬の紹介、愛犬それぞれの得意技を披露。ご利用者から歓声と拍手が沸き起こりまし

た。ふれあいタイムでは、愛犬達がご利用者の膝の上に乗り、撫でたり、顔をうずめたり

抱きしめる方もいました。ご利用者からは「可愛いねぇ」「ふわふわだね」等、うれしい

笑顔が一杯でした。存分に愛犬達とふれあうことができ、癒された時間になりました。最

後には、愛犬達が写った自作カレンダーを頂きました。いつも真心込め

て様々な取り組みを考えて下さる、専門学校ビジョナリーアーツの皆様

に心から感謝申し上げます。

特別養護老人ホーム パール代官山

主任 鈴木 祐人

渋谷区内にある「特別用語老人ホーム 杜の風・上原」との人事交流研修会を行いまし

た。パールからは副施設長、相談員、主任を始め、計8名で訪問させて頂きました。杜の風・

上原は特養80名、ショートステイ20名の計100名定員と非常に大きく、パール代官山の特養

50名、ショートステイ10名、計60名定員の2倍近い規模の大型施設になります。敷地や建物

も広く驚く規模でした。渋谷区内には特養が複数ありますが、今までは殆ど交流が無くお

互いに何をテーマに介護を取り組んでいるのか情報が得られない状況でした。今回は施設

間の交流だけでなく、施設ではどのような取組みをしているのか、日常の業務に関する工

夫等、職員同士で直接質問を行い、お互いに今後に活かせるヒントや情報が得られるよう

情報交換や意見交換を行いました。交流会後の親睦会も含め、非常に多くの意見や情報が

集まり大きな刺激になりました。今回の交流会の経験を活かし、

パール代官山として新たに取り組むテーマへの参考となるよう活

用していきたいと思います。

お忙しい中、時間を設けていただいた「杜の風・上原」の皆様、

本当にありがとうございました。

～平成28年10月8日(土)～

～平成28年10月28日(金)～

特別養護老人ホーム パール代官山

副施設長 成松 嗣明
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秋は特にごはんのおいしい季節。「食欲の秋」という表現がありますが、なぜ、秋には美

味しいものが多く、食欲も出てくるのでしょうか？

その理由は...①暑さによって食欲が落ちる夏が終わり、涼しくなって食欲が戻る時期。

②お米をはじめ、多くの作物が収穫期を迎える。

③秋に産卵期を迎える魚が多く、産卵前はもっとも栄養分を蓄えている。

など、どれも当たり前のことのようですが、四季がある日本ならではともいえます。

元気に育った農作物が秋になると収穫期を迎え、それを食料とする動物・人間が冬に備えて

栄養を蓄える、という自然の摂理でもあります。

★秋が旬の食材にみられる共通点

秋になると魚は脂がのり、美味しくなるものが増えてきます。これは水温が低くなる冬ま

でに栄養を蓄えるためで、鰹が「初鰹より戻り鰹」と言われているのもその理由です。

また、秋刀魚やあじなどの秋魚には、血液をサラサラにしてくれるEPA（エイコサペンタエ

ン酸）や、脳によいとされるDHA（ドコサヘキサエン酸）など、良質の栄養素が豊富に含まれ

ています。

秋鮭の赤い色素には、体を守る「抗酸化作用」があるアスタキサンチンが豊富に含まれてい

ます。野菜では、里芋、ジャガイモ、サツマイモといった芋類、にんじん、ごぼう、レンコ

ン、キノコ類にも「食物繊維が豊富」という共通点があります。食物繊維には整腸作用があ

り、老廃物を排出してくれる作用があります。シメジやマイタケ、マツタケなどは、ビタミ

ンDやβ-グルカンも含まれているので、体の免疫力をあげるのに欠かせません。夏の疲れた

体を秋のうちにしっかりと立て直すにはどれも大切な栄養素となります。

～秋刀魚をグリルで美味しく焼く為のコツ～

<作り方>
① 並べた魚の20～30㎝上から均等に下処理用の食塩を振る。

特に背の青い部分から臭みが抜ける為、背の部分に振り掛け、10分程置く。

② ①の水分をしっかりとふき取り、両面に斜め格子の飾り包丁を入れる。

切れ目を入れて置くと、火が通りやすく、見た目もきれいに仕上がる。

味付け用の食塩を振り、グリルに収まるように半分に切る。

このとき、内臓が出ない様にお尻の下から斜めに包丁を入れ切る。

尻尾の部分は焦げやすいため、アルミホイルを巻く。

③ 水を入れたグリルは先に温めておき、網に油を塗っておく。

グリルに水を入れ過ぎると秋刀魚がべたつくので入れすぎに注意。

裏側から強目の中火で5分程焼き、皮目がパリッとしたらひっくり返して2分程焼く。

身の柔らかい秋刀魚は何度もひっくり返すと崩れやすいので注意。

④ 秋刀魚の目が完全に白くなったら完成。

お皿に秋刀魚、大根おろし、すだちを添え、お好みで醤油をかけて出来上がり。

<材料[2名分]>
・秋刀魚 2尾 ・すだち 1個

・醤油 大さじ1 ・食塩 小さじ１

・大根おろし 大さじ2 ・食塩（下処理用）小さじ1/2

特別養護老人ホームパール代官山

副施設長 玉置 美代子
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渋谷区では特養入所申込にポイント制を導入しており、より重度の方が優先的に入所で

きる仕組みとなっています。現在、特養ホーム入所者の平均介護度は4.5で、年々過去最高

を更新中です。特養ご利用者の重度化が進み、平均在籍日数も短くなっていくことが予測

されます。

そうした中、当施設では特養入所時点で広い意味でのターミナル期と捉え、入所の初日

にご家族とインフォームドコンセントを実施しています。施設で「出来ること出来ないこ

と」や「ご希望があれば看取りケアが出来る体制」を説明し、現段階でのご家族のケアに

関するご意向を確認。また、状態変化の都度、主治医を交えインフォームドコンセントを

積み重ねていきます。最近では、無理な延命は望まず施設での看取りケアをご希望される

方がほぼ100%となり、施設でご葬儀もされる方が殆どとなりました。

施設での看取りケアをより良いものへとしていくために、看取りケア実践後、毎回職員・

ご家族へのアンケート調査を実施。また、部門会議にて振り返りを行い、看取りケア指針

の見直しを検討・実践しているところです。最期のライフステージについて、極力苦しみ

が少なく、家族に囲まれ、穏やかに過ごすことができたと言って頂けるよう、これからも

施設での看取りケアを実施して参ります。

＜ご家族アンケートより＞

特別養護老人ホーム・パール代官山
施設長 入江 祐介
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10月業務実績報告

施設介護
入所率

特養 95.3％

短期入所 101.6％

通所介護
稼働率

一般クラス 93.4％

認知クラス 78.5％

訪問介護 1日平均利用件数 86.9件

訪問看護 1日平均利用件数 16.8件

居宅介護支援 実績件数 169件

恵比寿居宅介護支援 実績件数 138件

福祉用具 貸与者数 265人

配食サービス 1日平均利用食数 196.8食

キッチンパール 1日平均利用食数 66.9食

10月の行事

10.01

10.02
10.04

10.05
10.06
10.08
10.09
10.10
10.11

10.14
10.15
10.16
10.17

10.18

10.19

10.20

10.21
10.22

10.23
10.24
10.25

10.26
10.27
10.28

10.29
10.30

ひまわりガーデン代官山イベント(理事長)
サービス担当者会議(特養)･介護予防教室(包括)
誕生日献立(栄養調理)
経営会議･品質会議･地福協理事会
ケアマネ会議(居宅)･事務カンファ(事務)
バスハイク(特養)
区認定審査会(新谷Dr･施設長)
介護予防若返りサークル(社活研)
誕生会(特養)･おやつバイキング(栄養調理)
在宅カンファ(在宅)
経営会議･ケアカンファ･包括Ｃ会議(包括)
ケアマネ会議(居宅)
カットボランティア(特養)･見守り定例会(包括)
介護予防教室(包括)
恵比寿地区運動会･選択食(栄養調理)
しぶや警察「詐欺防止講演会」
在宅カンファ（在宅）
経営会議･品質会議･東京福祉会永代慰霊法要
区社協成年後見連絡会(包括)
ケアマネ会議(居宅)･事務カンファ(事務)
福祉用具カンファ(福祉用具)
特養会議(特養)･聖マリアン保育園児来訪(デイ)
包括Ｃ長会議(包括)･経口維持会議(栄養調理)
区認定審査会(新谷Dr･高橋N)･カンファ(訪看)
給食会議(栄養調理)
拡大型研修(事例検討)(訪看)
サービス担当者会議(特養)
介護予防若返りサークル(社活研)
外食(特養)･おやつバイキング(栄養調理)
在宅カンファ(在宅)
経営会議･ケアカンファ･防災訓練
包括Ｃ会議(包括)･ケアマネ会議(居宅)
大運動会～28日(デイ)･地域連絡会(包括)
見守り茶話会(包括)
人事交流会(杜の風･上原)
外食･施設間交流会(特養)
介護予防若返りサークル(社活研)･勉強会(特養)
代官山ハロウィン(特養)

『介護者リフレッシュ交流会』は、介護している方を対象に定期開催している会です。

医療や介護等の専門職を交えてお話やマッサージをしながら、介護者同士で日頃の介護

の悩みを話したり、情報交換などを行っています。日頃、介護されている皆様ご自身の

時間を持ち、リフレッシュする機会として『介護者リフレッシュ交流会』をご利用下さ

い。介護者皆様のご参加を心よりお待ちしております。

☆連絡はこちらまで⇒地域包括支援センターパール TEL：０３－５４５８－４８１４

＜担当：大木田、早川、廬原（いほりはら）＞

☆第3回☆ 平成28年11月16日(水)

時間：14:00～15:30

テーマ：介護で活かせるセルフマッサージ

講師：浅岡雄太氏・苅部修一氏

（パール代官山 マッサージ師）

☆第4回☆平成29年1月16日(月)

時間：14:00～15:30

テーマ：ハンドケア教室

講師：飯田京子氏

（パール居宅介護支援事業所 ケアマネジャー）


