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◎特別養護老人ホーム シャローム東久留米
◎高齢者在宅サービスセンター シャローム南沢
◎共同生活介護事業 グループホーム白山
◎共同生活介護事業 シャローム本天沼
◎東久留米市幸町デイサービスセンター
◎東久留米市中部地域包括支援センター

「シャロームがこの地域にあってよかった」

施設長

我謝 悟

先日、特養でお亡くなりになったある方の、シャロームとの最初の出会いはご
主人がシャロームの在宅系サービスを利用されたことでした。
そのご家族として
の関わりから始まり、それから数年のうちに、ご自分もデイサービスなどを利用
されるようになりました。
そして数年後、特養に入所されました。特養での毎日は、いろいろな行事にも積極的に参加され、楽
しまれていたように見受けられ、最期はシャロームの住み慣れたお部屋で、眠るように息を引き取ら
れました。告別式には孫、曾孫も含め、たくさんのご家族に囲まれた、暖かな式に参列させていただき
ました。
５〜６年前、
まだ私が在宅サービスセンター長をしていたころ、
スタッフ全員に意見を出してもらい、
在宅福祉課の行動指針を作りました。それが「シャロームに来てよかった！と思っていただけるサー
ビスの提供をめざし、
利用者・ご家族・地域の皆様から信頼されるセンターでありたい。
」というもの
でした。
今もその思いは変わっていません。
わたしたちの法人では、
在宅系から施設系まで、
様々なニーズにお応えできる機能を持っています。
突然介護が必要になった時、
まずシャロームさんに相談しよう。
地域包括支援センターに行ってみよう。
そこから始まりシャロームのケアマネージャーさんやヘルパーさんにお願いして良かった！南沢や
幸町のデイサービスが楽しい！シャロームのショートステイで助かった！シャロームのグループホー
ムへ入れてうれしかった！シャロームの特養に入所して平安に過ごせた！そのような声が、
地域にあ
ふれてほしいです。
みなさんが住み慣れたこの地域で、
いつまでも楽しく過ごされるように、
もちろん特養に入所されても、
地域の方々とつながって行けるような、
そんなシャロームでありたいと願っています。
シャローム東久留米開設２０周年記念式典
シャローム東久留米は平成4年5月1日に、
この地で働きを開始しまし
た。最初の利用者が入居されたのが5月6日、
ご夫婦での入居でした。
職員一同でアーチを作ってお迎えしたそうです。
それから20年目にあた
る5月6日に、
ご指導をいただいている行政のみなさまや地域のみなさ
まをお迎えして開設20周年記念式典を挙行しました。
記念コンサートには、早稲田大学グリークラブOBの「わいわいクラ
ブ」のみなさまが歌ってくださいました。
その後、4階デイルームで、お
世話になったみなさまと昼食をともにいたしました。
これからも地域に「平安」をお届けできるような福祉を提供できるよ
うに歩んでまいります。

座 談 会

相談窓口について
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司会：介護は無縁では無く、いつかはやって来ると漠然
と思っている方が多いのではないかと思います。
けれども福祉の現場を見ていると、介護の必要は

だと考えています。
司会：ご近所からの情報が大切とのことでしたが、ご近

突然やってくる場合が多いのではないかと思います。

所に住んでいる高齢者のどのようなサインに気づ

そのような時にどうしたら良いのでしょうか。

けば良いのでしょうか。

田中：介護の必要を感じた場

中條：いつもきれいにしている方が、同じ洋服であったり、

合、市役所の高齢者に

また季節にそぐわない服装で歩いていたり、髪の

関する窓口や、入院し

毛がボサボサだったり、これはご本人の中で何か

ている時などは病院の

が起こっているサインです。このようなサインは

相談員と相談する場合

近所の方だからこそ変化に気づくのではないで

が多いようです。そこから地域包括支援センター

しょうか。

を紹介され来所される方は多いですね。
中條：退院をして在宅で介護を開始する場合、どのよう

岩澤：それから最近、家の改造など
の業者が多く入っているとい

なサービスが受けられるのかなど、地域包括支援

う場合なども要注意ですね。

センターに相談に来られますね。

次々にいろいろな業者が入っ

司会：どのような方が相談に来られますか。

ている場合など、悪徳商法の

岩澤：まずご家族、民生委員や自治会などのご近所の方

被害の可能性がありますね。

です。ご本人がおいでになるのは少ないですね。

司会：包括支援センターに相談においでになる方の話し

ご本人がおいでになる場合は、配偶者を亡くした

をうかがっていましたが、包括支援センターはどの

りして、今後どのようにしたらよいのかなどの相

ようなところなのでしょうか。

談に来る方がいますね。

田中：簡単に申し上げると「６５歳以上の高齢者の総合

司会：そのように、自分から相談に来ていただくと良い

相談窓口」です。高齢者やご家族の相談を受け

ですよね。その他どのような方が相談に来られます

て総合的な支援を行います。地域のケアマネー

か。

ジャーなど、様々な機関と連携して利用者を支援

中條：在宅にいて急に腰が痛くなって、入院する程度で

します。また、高齢者の権利擁護として、成年後

はないけれど、独居なのでどうしてよいのかわか

見制度や財産の搾取や虐待、詐欺などにも対応して

らず、ご近所の方が相談に来られるということがあり

います。

ますね。
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よりも、地域のみなさまからの情報がとても大切

中條：そしてもう一つ重要な働きは介護予防ですね。生

司会：相談に来るのは本人やご家族以外でも良いのですか。

活機能評価を行い、足腰が弱っているとか口腔機

中條：相談経路は問いません。ご近所の方でも、自治会

能が落ちてきているという方へのプログラムがありま

長さんでも、知人ですという方からも、いろいろ

す。これは介護保険を受けている方ではなく、こ

な経路から入ってきます。遠くに住んでいる親戚

のままだたったら介護保険の対象になりそうな

方々を、水際で予防するための働きです。

家族が分かち合い、また介護の技術などを学んだり

包括支援センターでプランをたてて、市が委託し

しています。ぜひ参加していただきたいですね。

て介護予防を行っている事業所で実施をします。

最初は何もお話しにならなかったご家族が、出席

司会：包括支援センターには、どのような職種の方々が

を重ねるうちに心の内を話してくださったり、ま

迎えてくださるのですか。
田中：原則として保健師（もしくは経験豊かな看護師）、
社 会 福 祉 士、 主 任 介 護 支 援 専 門 員（ ケ ア マ ネ
ジャー）の三職種を配置しなければならないこと
になっています。
司会：一つの街に、どのくらいの目安で設置されているも
のですか。
中條：人口２万人程度に１ヶ所とい
うのが国の基準となっています。
岩澤：地域によっては、包括支援セ

たご本人がお亡くなりになった後も参加してくだ
さり、今度は介護をしている方々の想いを聴いて
くださったりしています。
岩澤：長寿社会の日本では、８５歳以上になると４人に
一人が認知症になると言われる時代となりました。そ
こで少しでも認知症のことを理解して支える方々を増
やすための認知症サポーター養成講座を包括支援セ
ンターで開催しています。１時間半くらいの講義時間
です。町内会や学校などでも開催しています。ご希
望される方は、ご相談ください。費用は無料です。

ンターという名称ではイメージ

自宅から行方不明になってしまった高齢者の捜索

が伝わらないので愛称で呼んで

をしている時に、この講座を受けた高校生が、歩

いるところがありますね。

いている高齢者の様子を不審に思って、警察に電

司会：この他に包括支援センターの働きはありますか。

話してパトカーが来るまでに、そばにいてくれま

中條：
「高齢者あんしん生活調査」を行っています。

した。このように認知症を理解して、助けてくだ

７５歳以上の高齢者（独居、または高齢者世帯）
を、包括支援センターの職員が訪問しています。

さる方が増えたらと願っています。
司会：この座談会の最初に「突

とても全部はまわり切れないのですが、今年度は

然、介護を受けねばなら

７００件を目標に訪問しています。

ない場合、どうしたら良

岩澤：訪問して見ると、いろいろなことがそこから見え

いのでしょうか」という

てきます。俗に言うゴミ屋敷になっていたり、本

質問で始まりましたが、

人はその自覚が無くても医療や介護の必要性があ

介護で困った時には地域包括支援センターという

り、必要なサービスを受けるようにつなげたケー

相談する窓口があることが良くわかりました。

スもたくさんありますね。市役所の障害福祉課や
生活保護の受給のお手伝いをすることもありま
す。精神的なことは保健所などを紹介しています。
司会：いろいろな福祉の制度やネットワークと高齢者を
つなげる働きをしているんですね。その他に、
もっ
と知っていただきたいという働きはありませんか。
中 條： みまもりネットワ ー クという働 きが あります。
「僕を、私を見守って」と一人暮らしなどで不安な方々
が包括支援センターに登録をしていただくと、見守り
協力員が訪問して見守りをしています。
それから認 知 症 介
護 家 族 の 集 いも、
２ヶ月に一度の割合
で開 催しています。
介護の最中にあるご

東久留米市幸町 1-19 幸町都営 5号 1階
TEL.470-8186 FAX.470-8188
担当地域：本町・幸町・中央町・南沢・学園町・
ひばりが丘団地・南町・前沢 1〜 3丁目
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どうしたら介護保険を
利用することが
東久留米市中部地域包括支援センター
できますか？
田中康一 センター長に聞く

問

事業者と契約をして、
介護保険を使っての介

介護保険を利用するために、まず最初にどうしたら
良いのでしょうか。

答

険を扱う部署に、申請してください。申請
は、地域包括支援センターでも受付けるこ
とができます。
問

護サービスの利用が始まります。

まずは、お住まいの区市町村役場の介護保

そうなるとどうなるのでしょうか。

あら
答 訪問調査員が利用者の所を訪問して、
かじめ定められた項目について聞き取り調

査を行います。だいたい１時間くらいかか

問

ますか。
答

介護サービスの１０％が本人負担とな
ります。

問

介護保険を使って、
どのようなサービスを受けるこ
とができますか。

答

在宅介護の場合、
ホームヘルパーや訪問入
浴などの自宅にうかがうサービスの他に、

ります。
この結果と主治医の意見書を基に、

デイケアやデイサービスに通ったり、
施設

介護認定審査会で要介護度が決まります。

の短期入所
（ショートスティ）
なども利用で
きます。
また自宅に手すりを設置したり、
段

問

要介護度というのは、よく聞きますがどのようなも
のですか。

差を解消するなどの住宅改修もあります。

答

どの程度の介護が必要なのかを数値化した

特別養護老人ホームなどの施設に入居した

もので、
要支援１，
２と要介護１〜５という

場合も、
介護保険が適用となります。

判定がなされます。
数が多い方が重たい介護
が必要となります。
そしてそれぞれの介護度
に応じて、
介護保険を使える限度額が決まっ
ています。

問

どちらにしても介護保険の必要を感じたら、
地域包
括支援センターへ相談すればよいですね。

答

どのくらいの状況から介護保険を使える
のかという相談から始まり、
地域の福祉に
携わる事業所の紹介など、
高齢者の生活に

問

要介護度が決まるまで、どのくらい時間がかかり
ますか。

支えが必要になったら、
一人で悩まずに地

答

申請してだいたい１ヶ月くらいかかります。

域包括支援センターにお越しください。
お

問

要介護度が決まったら、介護保険を使って介護を受
けることができるのでしょうか。

答

認定結果が届いたら、
介護支援専門員
（ケア
マネジャ―）
とご相談いただき、
どのような
介護サービスを利用するかケアプランを作
ります。
そのプランに基づいて、
各サービス
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介護保険を使ったら、
どのくらいの費用負担があり

待ちしています。

シャローム東久留米

敬 老 ウィーク
長寿節目のお祝いを迎えた方に、介護課長から記念品を贈呈

特別養護老人ホーム シャローム東久留米では、利用者のみなさまが楽
しく、また季節感を感じていただけるように、様々なプログラムを計画して
います。
その中でも、敬老の日の行事は最も重要な行事です。今号では、今年の
「敬老の日」前後の特養の様子をお伝えします。
敬老会は、9月9日
（日）午後に行われました。例年は４階デイルームに全
員集まっていただき、お祝いの会を開きますが、今年は各フロアー毎に敬老
会を行いました。各階で、喜寿や米寿などをお迎えなった方と100歳以上の
方をお祝いした後に、琉球舞踊を踊っていただきました。各階の様子にあ
わせて演目を変えてくださいました。
また9月19日
（水）には、東久留米市の馬場市長がシャローム東久留米を訪

各階で踊っていただいた琉球舞踊

問くださり、卒寿
（90歳）を迎えた方と、100歳以上の方にお祝いの記念品
を贈呈してくださいました。今年は、卒寿が5名、100歳以上が4名と、例年
以上にたくさんのみなさまがお祝いをしていただきました。
その他、敬老の日の前後に、いろいろな方々がシャローム東久留米を訪れ
てお祝いしてくださいました。
毎日、
行事が続いて
「竜宮城みたいだな」
と評さ
れた利用者がいらっしゃいました。地域のみなさまと一緒に、みなさまの長
寿をお祝いした一週間でした。

東久留米市長がお祝いのためにシャローム東久留米に

品を贈呈

念
へ施設長から記
100歳の利用者

東久留米総合高校筝曲部

日本キリスト教改革派田無教会日曜学校

地域で活躍される音楽家、
アウスムジーク

SDA三育関町キリスト教会こひつじクラブ
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シャローム本天沼

ハーブガーデン

わたしたちのグループホームには
「猫の額」よりもかなり広めの
庭があります。そのスペースも、以前は園芸部員？の職員や利用者
の皆さんと畑づくりで利用していました。しかし、いつのまにか手
が入らなくなり自然に庭は荒れました。
そんな折、庭作りのボランティアさんから
「ハーブガーデンをお
手伝いします」という予期せぬ連絡でした。そこで今年寒い時期か
ら庭を耕し、まずは土づくりから始まりました。春を迎え、種をまき、
苗を植えました。それからは水をやり、芽が出るように、苗が枯れ
ないようにとみんなで世話をしてきました。
長く続いた暑さとの戦いで水やりは大変でしたが、もうひとつの
戦いは蚊です。一旦庭に出るともう
大変。何十ヶ所も蚊に食われます。
戻ってくると、みなさんカユイカユ
イでした。でも立派に育ち、青々と
元気でたくさん収穫できます。その
ボラさん方が夏祭りの出し物として
ハーブティーの実演やハーブのキャ
ンドルを紹 介してくださり大 変好
評でした。

（山下）

グループホーム白山

夏 祭り

ご近所の方・地域の方をお招きして８月２２日
（水）午後６時か
ら、グループホーム白山夏祭りを行いました。今年は
「酷暑」と言わ
れている中、地域のみなさま、ボランティア、利用者、職員と約５０
名のみなさまが集まってくださいました。年々、地域のみなさまの
参加が増えて、とてもうれしいです。
ゲームや花火、焼きそばやフランクフルトなどの模擬店を楽しみ
ました。なかでも子どもたちの姿が目立ち、笑顔や歓声が夏祭りを
一層賑やかな雰囲気にしていました。
グループホームは、住宅街の中にあります。地域の一員として認
めていただくためにも、これからもこのような時を設けて、地域の
みなさまと交流できればと願っています。
参加、ご協力してくださったみなさま、ありがとうございました。
（平尾）
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ビス
シャローム南沢デイサー

「リハビリ・機能訓練再開」
シャローム南沢では平成２４年４月より機能訓練を休止
していましたが、８月から鈴木真弓先生をお迎えして再開す
ることができました。
鈴 木先 生は柔 道 整 復 師として、接 骨 院 での治 療 やデイ
サービスでの機能訓練指導員として培った経験を活かし、ひ
とりひとりにあった訓練内容で個別に指導をしてくださいます。
終わると、みなさんとても嬉しそうなお顔をされています。
「みなさまと機能訓練を行い、筋力低下を防止できるように努め、利用
者の健康をサポートして行きたいです。」と、鈴木先生も意欲満々です。
デイサービスへは、利用者はいろいろな楽しみを求めて参加されます。
機能訓練を希望されてデイサービスに通っている方も多くいらして、再
開を待ち望んでいました。先生に個別に対応していただき、利用者は気
持ち良く、そして真剣で熱心に取り組まれています。
機能訓練に元気で参加されている方に刺激を受け、周りの方々も元
気になって行くような、活気があふれて明るいデイサービス、そして機
能訓練にして行きたいと思います。

（五味）

幸町デイサービスセンター

二つの笑顔プロジェクト

東久留米市幸町デイサービスセンターは、皆様のおかげで
6周年を迎えることができました。
これからも、すてきな出逢いと思い出をたくさん作れるように
がんばってまいります。

伊香保グリーン牧場 外出プログラム
春の外出プログラムでは伊香 保の
グリーン牧場に出かけました。清々し
い牧場の風に吹かれて、みんなの笑顔
があふれていました。

地域の保育園との交流
地域との交流を大きな柱としているセンターでは、今回ほんとうの
意味での交流が実現できました。
交流は相互交流して、初めて交流です。今回初めてさいわい保育
園を訪問することができました。
到着して熱烈な歌の歓迎をうけ、縁日ごっこに参加して、昔懐かし
いソースせんべいをいただきました。
利用者の皆様は、普段は見られない最高の笑顔でした。
（ 鷹部屋）
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事業活動計算書

平成 23 年度

科

決算報告書

目

シャローム東久留米

事業活動収入計
事業活動支出計
事業活動収支差額

事業活動外収入計
事業活動外支出計
事業活動外収支差額
経常収支差額

特別収入計
特別支出計
特別収支差額
当期活動収支差額

貸借対照表
科 目
資産の部

前年度末

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
他会計区分貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
その他の積立預金
その他の固定資産
資産の部合計

412,334,449
263,795,102
112,160,709
420,000
1,182,366
637,046
34,139,226
0
683,047,070
587,034,125
0
587,034,125
96,012,945
0
6,330,099
8,537,773
3,186,298
22,903,735
828,580
20,000,000
34,226,460
1,095,381,519

平成 23年度
寄付金者名簿
（2012年 3月末日まで）

当年度末

増減

470,580,457
277,827,464
115,970,061
2,460,800
753,729
49,004
73,647,368
△ 127,969
669,322,976
563,165,656
1,800,000
561,365,656
106,157,320
0
5,652,471
8,281,268
2,209,351
23,840,488
828,580
30,000,000
35,345,162
1,139,903,433

58,246,008
14,032,362
3,809,352
2,040,800
△ 428,637
△ 588,042
39,508,142
△ 127,969
△ 13,724,094
△ 23,868,469
1,800,000
△ 25,668,469
10,144,375
0
△ 677,628
△ 256,505
△ 976,947
936,753
0
10,000,000
1,118,702
44,521,914

石井 利美 様 佐藤 育彦
内田 健蔵 様 平山 和恵
江口 道夫 様 大谷 香二
田中
潤 様 山本 肇
吉原
定 様 並 木 ヨシ
白石
尚 様 高橋 共子

様
様
様
様
様
様

幸町デイサービス

科 目
負債の部

流動負債
未払金
施設整備等未払金
他会計区分借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額
（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

松本 玲子
川村 斐子
西村
昇
野 田 セツ
清水 美知子
番場 いつ子

介護支援専門員

柿木 加枝

佐竹 和士 楠美 綾子

グループホーム白山

45,313,100

41,465,528

43,594,096
1,719,004

42,860,186
△ 1,394,658

438,350

563,115

395,800
42,550
1,761,554

515,400
47,715
△ 1,346,943

0

0

0
0
1,761,554

0
0
△ 1,346,943

前年度末

当年度末

62,273,830
25,669,025
0
20,489,226
14,235,000
86,367,686
52,750,000
33,617,686
148,641,516

94,111,489
33,959,364
0
38,497,368
16,341,000
34,999,476
0
34,999,476
129,110,965

31,837,659
8,290,339
0
18,008,142
2,106,000
△ 51,368,210
△ 52,750,000
1,381,790
△ 19,530,551

159,850,000
159,850,000
417,033,368
417,033,368
20,000,000
0
20,000,000
349,856,635
349,856,635
18,327,858
946,740,003
1,095,381,519

164,350,000
164,350,000
444,106,772
444,106,772
30,000,000
0
30,000,000
372,335,696
372,335,696
32,479,061
1,010,792,468
1,139,903,433

4,500,000
4,500,000
27,073,404
27,073,404
10,000,000
0
10,000,000
22,479,061
22,479,061
14,151,203
64,052,465
44,521,914

増減

様 三上 美也子 様 東久留米市シルバー人材センター 様
様 町田 秀三郎 様 東久留米市オンブズの会様
様 東海林 正樹 様 シャローム東久留米家族会様
東京恩寵教会様
様
セブンスデーアドベンチスト教団様
様
日曜陶芸様
（順不同）
様

職員募集中！

介護福祉士
精神保健福祉士

シャローム本天沼

事業活動収支の部
事業活動収支の部（収入）
577,418,435
102,009,300
事業活動収支の部（支出）
568,473,111
88,876,940
8,945,324
13,132,360
事業活動外収支の部
事業活動外収支の部（収入）
8,067,683
4,348,517
事業活動外収支の部（支出）
3,200,904
289,200
4,866,779
4,059,317
13,812,103
17,191,677
特別収支の部
特別収支の部（収入）
63,824,228
0
特別収支の部（支出）
53,289,244
10,150,000
10,534,984
△ 10,150,000
24,347,087
7,041,677

丸山 満 江口 裕美
水埜 幸恵 藤井 良恵
大関 妙子

わたしたちと一緒に働きませんか。
くわしくはホームページをご覧ください。

シャローム東久留米ホームページをごらん下さい。
H22年11月より、
ホームページを立ち上げました。
（福）三育ライフ東京事業所各施設の紹介や行事などの報告なども定期的に掲載
しています。就職や講座などに関することもＨＰで随時お知らせします。
また施設長ブログも楽しいですよ。ぜひご覧ください。

http://www.shalom-tokyo.net/

シャローム東久留米

幸町デイサービスをご利用の

圷 喜美子さん（87 歳）

「デイサービスではいろいろなことができて楽しいです。習字は学生のころに習った
けれど、大好きです。」とニコニコしながら書いてくださいました。新聞は毎日欠か
さず読んでいるという圷さん、ますますお元気でデイサービスに来てくださいね。

検索 「こちらをクリック！！」
社会福祉法人

三育ライフ

〒 203-0023
東久留米市南沢 5-18-36
TEL/042-467-1561
発行責任者／我 謝
悟
編集責任者／安河内アキラ
作
成／広 報 委 員 会

