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平成 26年度 グループホーム 家族・地域交流会 

12ご家族 17名が 参加されました。 

6月 7日 土曜日 正午より グループホーム かみいち福祉の里において 平成 26年度 

家族・地域交流会を開催しました。 

利用者の高齢化、要介護度の重度化が 徐徐にすすむなかで ことしは屋内を会場にして実 

施しました。(昨年までは 庭にテントを張り 大々的に おこないました。) 

オープニングと同時に 奥井健一理事長から 欅→檜 それぞれのユニットの お客様へ 

ご挨拶を申し上げました。 

食事を しながら 歓談しました。 

地元 町内からもご参加いただきました。 

午後 1時から 休憩室に 会場を移して 「ご家族との 意見交換会」 を開催しました。 

意見交換会の 要旨は 別葉のとおりです。 

 

欅 ユニットで 奥井健一理事長より 

ごあいさつを申し上げました。 

 

 

檜 ユニットでも 

ごあいさつを申し上げました。 

 

富山県認知症 グループホーム 連絡協議会 

平成 26年度通常総会・記念講演会に 出席 

【日時】 6月 13日 金曜日 

【場所】 富山市民プラザ 

総会には総数80に対し本人出席45 委任状16で有効。予算決算等を全会一致議決しました。  
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『高齢者施設におけるターミナルケアの考え方と その実態』と題して鳥海房枝氏より記念 

講演がありました。森勇常務理事、坂井美喜子管理者が 参加しました。 

 

日本認知症グループホーム協会・富山県支部 

第 5回総会に参加しました。 

【日時】 6月 18日 水曜日 13:30--- 

【場所】 富山国際会議場 206号室 

予算決算等を全会一致議決しました。会員総数 17会員 出席 14会員。 

第 47回 運営推進会議 

【日時】 6月 17日 火曜日 18—19時 

【場所】 浄泉寺さん 

【参加】 上市町地域包括支援センター・広田和美保健師、大西善博東江上区長、成川友仁 

社会福祉士・町議、稲垣久代・民生委員、 

     奥井健一理事長、森勇常務理事、坪川宗嗣理事事務局長、坂井美喜子管理者ほか。 

前回以降 2ヶ月間の行事、入居者さんの動き、共用デイサービス稼動率等を報告しました。 

緊急雇用創出事業会計 活用の各産業の事業所 

会計検査院の実地検査を受けました。 

平成24年度に 富山県厚生企画課を通じて 当NPO法人が 活用した国の緊急雇用創出制度 

= 『潜在的介護従事者等就業支援事業』に基づき雇用した T男子職員(6ヶ月雇用満期に退 

職)と O女子職員(6ヶ月満期に正社員として採用→現在も介護職)に関連する助成金支払を 

対象の実地検査がありました。6月5日 富山県庁へ提出した書類により検査を受けました。  

初めてのことでもあり 緊張しましたが無事 終了しました。 

制度ルールとして 関係文書・諸帳簿・タイムカード等「5年間保存義務」が指示されてい 

て、その大切さを 改めて認識しました。 

 

宮川保育所 年長さん 28名 慰問 来訪 

       “でんでん虫虫 かたつむり 角 出せ 槍 出せ 目玉 出せ” 

6月 13日 午前 石倉、黒田両保育士さんに引率されて 歩いて来訪しました。 

 

「かたつむり」「おたまじゃくし」 

「しあわせなら手を叩こう」 

3曲を 元気に歌いました。 

後半は グループホーム入居の 

おじいちゃん、おばあちゃんと 

握手したり 肩を叩いたりしまし

た。 

仮認定 NPO法人 パブリック サポート テスト 進捗状況  

 

年間目標は 100先。平成 26年 4月にスタート 6月 10日現在 

44先 ご寄付総額 \201,000 (別に 3先の予約 \340,000を頂戴しています。) 

みなさまのご支援に 厚く感謝申しあげ、今後とも よろしく お願い申し上げます。 



 

 

「家族会・地域交流会」についてのアンケート集計結果 

                                 

＜家族会開催日＞   平成２６年６月８日（土） 

＜出席家族数＞    欅     ６家族（大人９名  子供 1名） 

           桧     ４家族（大人５名） 

           共用デイ  ２家族（２名） 

＜アンケート配布先＞ 出席家族  12名 

           回収率   100パーセント（記名 11名  無記名  1名） 

 

 

① 今回の家族会の感想についてあてはまる項目に☑をお付け下さい。（複数回答あり） 

    大変良かった（９）    良かった（３）   良くも悪くもなかった （０） 

    もう一工夫してほしい（１）        良くなかった（０） 

  次回の参考のため、ご意見、ご要望をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  今後の「家族会・地域交流会」の開催の頻度についてあてはまる項目に☑をお付けください。 

 半年に１度（０）    １年に１度（１１）     その他（０）  

③ 一年のうちで参加しやすい時期はいつ頃ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 家族会以外でのご意見、ご要望、その他なんでもお気軽にご記入ください。 

   

 

・今までの 6月が良い（４） 

・毎年ＪＡの祭りと重なるので前後できませんか 

・いつでもＯＫ（２） 

・春か秋が良い（２） 

・天候の良い時期（今年のように） 

・無記入（３） 

・ 

・ 

・従来と違って今年が良かった 

・今回の企画は大変良かったと思います 

・天候の心配がいらないので賛成です 

・職員に負担にならないようにして頂ければ十分です。（いつもありがとうございます） 

・皆さんが体を使うような事はなるべく少なめにして、話さえできればよろしいので、金もなるべく使わない

ように質素が良いと思います 

・もう少し緊張しなくても良い雰囲気になればよかったかな（何をどうとは分からないですが） 

・今回は身近に父親と話ができて良かったです 

・美味しいお料理をありがとうございました 父も沢山食べました 

 

・福祉の里に入居させていただいて随分穏やかな顔になってきたように思います ありがとうございます 

・３月からお世話になり毎日来るのが楽しみみたいです そして元気にもなり要介護３→２になりました 

また宜しくお願いします 

・年寄りをもってわかることなので皆さんの話をきいて勉強させてもらえてよかったです 

 

 



日時　 場所

H氏　　M氏　　T氏（K氏ご家族）　　S氏　　　　T氏（F氏ご家族）
I氏　　T氏（S氏ご家族）　　D氏（H氏ご家族）　　　　T氏（I氏ご家族）

K氏（S氏ご家族）　　F氏（O氏ご家族）

坂井

F氏

K氏

I氏 　本人も家族も満足している。

M氏 　難病でスタッフの方には迷惑をかけているが、元気に過ごしているので嬉しい。

H氏

D氏 　５年前に父をここで看取ってもらった。現在も料金以上のお世話をしてもらっている。

T氏

坂井 　訪問歯科診療を行ってもらっている。通院が困難な方は相談してほしい。

川端 　共用デイは毎日３名の利用があり定員満員である。ご家族の方には、花を頂いたり、
除草のお手伝いをして頂いたり、大変感謝している。

　ここを利用するようになってから元気になって喜んでいる。要介護３から要介護２になっ
た。

H２６年６月７日（土）　１３：００～

森常務　　坪川事務局長　　坂井管理者　　川端共用デイ管理者　　　
阿閉管理者代行　　中川管理者代行　　堀管理者代行

休憩室

H２６年　家族・地域交流会　意見交換会　議事録

　今回は、利用者の身体や認知の状態から去年のように外で１時間～１時間半過ごすこ
とが困難になってきた、という現状を踏まえ、このような形で行った。
　両棟見る限りでは、ご家族と利用者、スタッフがより近い距離で話すことができていた
ように感じる。
　介護保険制度成立当初は、グループホームは比較的軽度の方が利用するもの、とい
う認識だったが、現在の制度ではレベルが落ちても、その方の最期まで、という認識に
変わってきている。当グループホームも平成１８年の開設より８年が経過、徐々に利用者
の高齢化が進んできており、日々のケアやこのような行事の内容も変わりつつある。ぜ
ひ皆様の意見をお聞きし今後の参考にさせて頂きたい。

　この施設があって喜んでいる。ずっと家にいると認知症がもっと進行していると思う。毎
日利用しているからこそ、今の状態を保てているのでは。

　我が家は老老介護で、自宅での義母の介護が大変になり、平成２２年～、デイケアと
ショートステイを利用するようになった。が、その当時の義母には笑顔がなかった。ここに
来てからは笑顔が見られるようになって、自宅では言われなかった「ありがとう」という言
葉も言ってくれるようになった。
　今年の正月に入院した時も、食事を自分で食べようとしなかったのに、ここに戻ってか
らは自分で食べるようになった。良い介護をして下さり感謝している。

　母は昔から笑顔の絶えない人だったが、徐々に短気になり夜間も出歩くようなった為、
ここでお世話になることになった。ここ最近、ますます怒りっぽくなり、暴言・暴力などのト
ラブルも起こすようになっていた。が、数日前に訪問歯科診療で抜歯をした所、その後か
らは穏やかに過ごすようになったようだ。怒りや不機嫌さは、歯の痛みからきていたのか
もしれない、そのことに気づいてもらえて良かったと思う。

出席者

司会　坂井
書記　堀


	ニュース128号
	H2６アンケート集計結果
	H２６年地域・家族交流会　意見交換会議事録

