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季節も秋が過ぎ、妙高の山々も初冠雪を観測しま
した。それに併せて高田城址公園のお堀を囲む桜の
木々も錦秋の頃となり、その郷土の美しさを改めて楽
しむことができます。また、コロナウイルス感染症も
このところ小康状態になり、多方面において緩和策が
とられるようになりました。これまで閉鎖されていた
環境の開放や人流の再活動が進むことにより、経済と
共に人々の明るさが戻ることに万感の思いもあります
が、再流行については一抹の不安を感じざるを得ませ
ん。澄み切った秋の空のような平静な日常が待ち遠し
いところです。
さて、過日、法人４８周年の創立記念式典を挙行

しました。昭和４８年に設立した当法人は、翌年に上
越地域で初めての特別養護老人ホームを開設しました
が、当時はまだ高齢者福祉の黎明期にありました。そ
のなか先代の理事長　故：川室道隆の社会福祉に対す
る先見性と地域に対する思いにより、大きな事業が実
現しました。このことは、今もこの地に多大な功績と
して残っています。
しかし、昨今、福祉分野における介護業界の環境

は非常に厳しく、そのかじ取りを一歩間違えば事業の

継続すら難しい状況となっています。そしてこのこと
は、当法人においても喫緊の課題であり、適切な対処
が必要となっています。
先ず、外的要因についてですが、国の経済の逼迫

により、介護報酬の費用が年々削減されています。さ
らには人口減少による介護人材の不足や光熱費をはじ
め食品等の費用など、事業継続に関する経費が高騰し
続けています。また、内的要因としましては、法人の
基幹施設の老朽化による修繕費用の増加や法人管理職
員等の育成など、課題は山積しています。
これらのことについて、当法人では経営の効率化

による資金の安定化はもとより、これからの介護事業
のフレームに合わせた戦略的なダウンサイジング、そ
して意識的な次世代育成等を積極的に進めたいと考え
ています。
このように厳しい状況ではありますが、コロナ禍

が小康状態の今、私共は十分に充電し、その力を次の
ステップに活かしながら、今後の法人発展と地域支援
に邁進していく所存です。今後とも、引き続きご協力・
ご支援賜りますようお願い申し上げます。
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　みずほ園は２９名定員の特別養護老
人ホームです。全室個室、９～１０名
ずつの３つの生活単位（ユニット）で
構成されています。家庭的な雰囲気、
職員を含めた馴染みの関係の中で安心、

快適にお過ごしいただけるよう努めております。ユ
ニットケアの理念に沿い、ご利用者の個性や生活リズ
ムを尊重した暮らしをサポートするとともに、ご家族、
地域の皆様との繋がりを大切にしてまいります。これ
からもみずほ園をよろしくお願いいたします。

　当施設は１３５名のご利用者と１００
名近い職員を乗せた豪華客船のようです。
お風呂は３カ所、それも多種を揃えさまざ
まな希望にお答えできます。さらにはリビ
ングや食堂を各フロアに備え、居室の他に
憩いのスペースとして利用できます。その
ほかにも厨房やリハビリ室など十分な機

能を有しています。そして何より誇るべきは多
様な専門性を持ったクルー（いなほ園で働くす
べての職員）を配置していることです。ぜひご
乗船ください。

特別養護老人ホーム　いなほ園特別養護老人ホーム　いなほ園

～ Iプライド（いなほシニアネット事業の自慢・誇り）～
担当：各施設長・管理者　

特別養護老人ホーム　みずほ園特別養護老人ホーム　みずほ園
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　巷では「鈍感力」が話題となっていま
すが、当施設の職員は何に関してもとて
も敏感！どこからとなく情報を入手し、
解決に向けて走り始めます。賑やかさな
らどこにも負けません。言い換えれば正
義感が強く、一生懸命であることの裏返
しであると言えます。専門職が多数配置

され、リハビリテーションやレクリエーションが
盛んな老健施設だからこそ、これからも色々なと
ころにアンテナを張り、「敏感力」を鍛えてご利用
者に寄り添っていきます。

　定員 80名のコンパクトさから、ご利
用者やご来館の方々との距離が近く丁寧
な対応と温かさにあふれている施設です。
毎月初めに行われる利用者会では、丁寧
にわかりやすく説明する職員に対し、魅
力的なご利用者が発する自由な意見に笑
いがあふれ、ほのぼのとした雰囲気の会

となっています。また事務室窓口でのスタッフの
対応は、コロナ禍であるからこそ画一的ではない
きめ細やかな心配りがあります。気持ちよくご利
用していただくことができる特養新光園です。

介護老人保健施設　高田の郷介護老人保健施設　高田の郷

特別養護老人ホーム　新光園特別養護老人ホーム　新光園
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　理学療法士（PT）と作業療法士（OT）を配置
し、上越市内のデイサービスでは稀有で充実したリ
ハビリ体制を整えています。日々のレクリエーショ
ンではレク大好き職員が大張り切り、こてこてのお
やじギャグ等で笑いのネタを発信しています。ま
たご利用者に限らず
管理者も要望の麻雀
デーを設け、男性ご
利用者の社交場とし
て定着しています。
デイサービスセン
ターの様子はツイッ
ターで随時投稿して
います。笑顔になれ
るデイサービスセン
ター新光園です。

デイサービスセンター新光園デイサービスセンター新光園

　いなほ園デイサービスセンターは、特
養いなほ園に併設されています。いなほ
園は開設から 48周年を迎え、デイサー
ビスセンターは 20 周年を迎えました。
そのような歴史を刻む施設では、さまざ
まなめぐり合わせがあります。開所当初、
いなほ園に勤めていた方や、いなほ園の
建設に関わった方が今はデイサービスセ
ンターをご利用されています。人と人と

の繋がりが、時を経て違った形で再度交錯するさま
は、誰かが繋げる訳でもなく、運命としか言いよう
がない不思議な繋がりです。今日もまた、職員はそ
の繋がり探しのために想いを馳せながらご利用者に
寄り添っています。

いなほ園デイサービスセンターいなほ園デイサービスセンター
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　こんにちは。軽費老人ホーム千寿園
です。千寿園は、家庭環境や住宅事情
などの理由により、自宅で生活するこ
とが困難な方が、老後の生活を健康で
明るく、楽しく過ごしていただくため
の施設です。いつまでも自立した生活
を続けていただくために、管理栄養士

が献立を作成するバランスの良い食事、看護師によ
る健康管理や健康相談、相談員による生活相談、そ
して元気で明るい介護職員による日常生活へのアド
バイスと楽しい行事や活動を提供しています。

軽費老人ホーム千寿園軽費老人ホーム千寿園

　朝お迎えに伺うと、見送るご家族に一
声「訓練に行ってくる」！　そう、まさ
に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
を取り揃えた事業所です。ご利用者の中
には、備品を直してくれたり、棚を作成
してくれる方も・・皆さんとても良い汗
かいています。職員はというと、介護
リーダーが先頭に立ち、やさしいスタッ

フがチーム一丸となって、楽しい雰囲気を作って
います。良いチームが良いサービスを提供できる
と信じています。

高田の郷通所リハビリテーション高田の郷通所リハビリテーション
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　ケアハウス上越には自立から要介護 2
までの判定をうけた 30名の方が入居さ
れています。障害の有無に関わらず入居
後もその人らしい生活が持続できるよう
に、畑活動や玄関清掃、食事の献立書
きなど得意分野を活かした主体的活動を
行っています。また施設の近くを関川が

流れ、四季折々の風景を眺めながらの生活を楽し
むことができます。
　すべての入居者の居室には毎日職員が体調確認
等で訪問しています。相談しやすい環境作りと信
頼関係作りに配慮しています。

ケアハウス上越ケアハウス上越

　ケアハウスみのりの家のリビングから
見える景色は、むこうに妙高山、手前に
は諏訪地区の田んぼや家並みというよう
に、上越市を一望した景色を眺めること
が出来ます。そして庭に植えられた桜の
木を眼下に見る…満開の桜の木を真上か
ら眺めるのも乙なもので、花の密度が濃

くあまり見られない景色です。というのも、みの
りの家が建物の 3階に位置するからこそ、このよ
うな美景を仰ぐことができるのです。冬の使者、
白鳥も心なしか近くに見えました。そして今年も、
もうしばらくするとみのりの家にとって 21度目
の花時を迎えます。

ケアハウスみのりの家ケアハウスみのりの家
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　光寿の家は登録定員 29名で「通い」「泊
まり」「訪問」の 3つのサービスを組み合
わせ、ご自宅での生活をサポートしてい
ます。３つのサービスを同じスタッフが
対応するため、安心してご利用が可能で
す。既存のサービスではなく、その方に
必要なサービスを一緒に考えて提供させ

ていただきます。少しでも地域
の皆様のお役に立てるよう、お
手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

　ご利用者の４割が一人暮らし。高齢者世
帯などの二人暮らしが４割。ご利用者の在
宅生活を支えるとは、ご家族の心身の健康
を支えることでもあります。当事業所には、
ご家族ともしっかり会話ができる技術を持
ち合わせた人生経験豊かな職員がそろって
います。今後も目の前のご利用者を大切に

することは当然のこ
と、地域福祉に貢献で
きる事業所であるよう
に努力してまいりま
す。

小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所 本町楽寿の家本町楽寿の家

小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所 光寿の家光寿の家
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　認知症の高齢者が家庭に近い雰
囲気と環境の中で暮らせる小規模
施設です。その中に自然に溶け込
み、共に悩み・喜び…時には高齢者
の道しるべ役にもなるパワフルで
情熱家の職員が生活を幅広く支え

ます。やりたいこと、できることを尊重し、個性を認め
合う姿勢とアットホームさがあります。
　「改めまして、おはようございます。今日の予定は…」
と、職員のいつもの声。中庭の畑の緑と空の色を眺め、
スズメのさえずりを聞きながら、『一日』の始まりです。

グループホームなかよし寿の家グループホームなかよし寿の家

　敬寿の玄関を入ると、すぐにリビング
になっています。ご利用者の生活空間に
職員が入らせて頂いている感覚で、職員
とご利用者の距離がとても近く、より親
近感を感じながら接することができてい
るように感じます。反面、職員の言動や
行動する際には、より一層、個人情報や

プライバシー保護に配慮する必要があります。毎
日退勤の挨拶の際には、リビングにおられるご利
用者と手を振り合い、お互い最高の笑顔での挨拶
が交わされています。

グループホーム敬寿グループホーム敬寿
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　法人内４つのグループホームの中で、
最も新しい施設で平成２３年に開所さ
れ、ご近所からの利用のご希望も多くい
ただいております。一部えちご杉ブラン
ド材を使用した設えは、理念でもある
「安心して自分らしい生活」を送るため
の温もりある家庭的な雰囲気を作り出

してくれます。また、神社、小中学校、内科医院
や薬局などが近隣にあり、地域の催しへの参加が
しやすく、ご利用者も暮らしに馴染みやすく、温
かい地域性に助けられています。

グループホーム百寿の家グループホーム百寿の家

　宝寿の家の良い所（自慢？）を紹介さ
せて頂きます。何と言っても元気の良
いご利用者と元気の良い職員が毎日楽
しい会話や共同作業を行い、ほぼ毎日
と言っていいほど大きな笑い声が聞か
れています。グループホームでは当たり
前のことかもしれませんが、ご利用者、

職員にとってはとても有意義な時間なので、これ
からもどんどん笑い声の絶えない施設を目指して
いきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。

グループホーム宝寿の家グループホーム宝寿の家
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　センターの主な事業は、職員育成、委託研修、地域貢献活
動、各種研修です。職員育成では、法人職員のスキルアップ
を目指して、様々な研修を実施。コロナ禍においても、動画
やSNSの活用等により学ぶ機会を設けています。大きなテー
マは『主体的に学ぶ』こと。これからも、ジャンルを問わず、楽しく学べる研修を企画して
いきます。その他にも、新潟県より受託した認知症介護実践者等養成事業、喀痰吸引等研修
などを担当しています。

はさ木研修センターはさ木研修センター

　ケアプランいなほ園では、5名の介護支援専門員が上越市
内に住む要介護認定者を担当しご利用者自身の「望む暮らし」
が実現できるようにケアマネジメントを行っています。
　ご利用者個々の心身状態やご家庭の状況を踏まえ、ご利用
者ご自身の選択に基づいて、適切な介護保険サービスが、医療や保健、関係機関との連携の
基、総合的且つ効率的に提供できるように相談・調整を行います。

ケアプランいなほ園ケアプランいなほ園

　地域包括支援センターは、上越市からの委託事業で、高齢
者の健康や介護、認知症のこと、障害に関すること、ひきこ
もり、生活困窮等の総合相談窓口となっています。高田の郷
の担当地域は、新道区、諏訪区、津有区、高士区となってい
ます。心配事がありましたらご相談ください。

高田の郷地域包括支援センター高田の郷地域包括支援センター

　シルバーハウジングとは、上越市の市営高齢者世話付住宅に入
居する高齢者の在宅生活を支援するため、生活援助員を派遣して
生活指導・相談、安否確認、一時的な家事援助、その他の日常生
活に必要な援助等のサービスを提供する事業です。
　当法人では以下の 2ヶ所の事業を受託しています。
・シルバーハウジング安江　上越市安江 3丁目 5　　12室
・シルバーハウジング子安　上越市子安 531-2　　　16室

シルバーハウジング事業シルバーハウジング事業

シルバーハウジング子安シルバーハウジング子安

シルバーハウジングシルバーハウジング安江安江
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法人創立48周年
永年勤続表彰
令和3年11月5日（金）

法人創立48周年
永年勤続表彰
令和3年11月5日（金）

法人創立48周年記念式
のこの善き日に、永年勤
続の表彰をいただき、心
より光栄に存じます。私
が３０年もの長きにわた
り当法人に勤務できまし

たのも、ひとえに川室理事長先生はじめ、諸
先輩方や同僚の皆様のご指導、ご助言のおか
げと感謝申し上げます。
振り返りますと、私がいなほ園に入職した

のは、認知症専用棟（当時は痴呆専用棟）が新
設された平成3年4月で、介護福祉士の資格が
創設されて2年目の年でした。専門学校卒業と
同時に資格を得たものの、社会経験のない未
熟者が初めて飛び込んだ福祉の世界は、３０
名の認知症ご利用者の専用棟でした。新潟県
内においての先駆けであり注目の的だった認
知症専用棟は、経験豊富な先輩方でも予測で
きない利用者の行動や、思いもよらない発見
がいっぱいで、毎日が刺激的だったことを思
い出します。
平成１５年、介護職員から施設介護支援専

門員へと役割が変わりました。やむをえずご
利用者への行動制限が必要になった場合の介
護者側の苦しみや葛藤を共有しました。また
利用者の終末期に際し、ご家族の想いに向き
合う場面にも数多く関わりました。時には逃

げ出したくなったこともありますが、「得難い
貴重な経験」と職員同士で励まし合って乗り
切ったことが忘れられません。
グループホームの管理者となった今、これ
までの学びを活かし、利用者の安全安心の確
保はもちろん、利用者が自分らしく過ごせる
環境づくりを目指し、職員の様々なアイデア
によるチームケアを大切に取り組んでいます。
これまで優秀な仲間たちに支えられ３０年
も福祉の一端に居座ることができました。こ
の先私自身が恩返しできる事、それは、介護
は華やかで憧れの職業とはいえないかもしれ
ませんが、不思議な魅力のある職業だという
ことを、未来の担い手に少しでも伝えていく
ことです。
福祉はＩＴ化や科学的介護の導入で、まだ
まだ変化し続けています。時代において行か
れないように努力してついていきたいと思い
ますので、変わらぬご指導とご鞭撻をお願い
申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。

　　　グループホーム　百寿の家
管理者　山崎　美幸

謝　辞

いなほシニアネット

943-0101
上越市上真砂 219 番地
TEL　025-520-2121（代表）
FAX  025-520-2122
ホームページ：http://www.inaho-s-net.com

　今号より、I プライド（いなほ
シニアネット事業の自慢。誇り）
について年 1回のペースで掲載す
る予定です。色々な角度から法人
の事業についてお伝えしていきた
いと思っておりますのでどうぞよ
ろしくお願いいたします。
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