
　皆様にはつつがなく新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
　まだまだ続く新型コロナウイルス感染拡大の影響や不
安定な世界情勢・社会情勢もありますが、皆様のおかげ
で本年を迎えられましたことに心より感謝申し上げます。
　お正月は、古来、新しい年を祝う行事として知られて
いますが、本来は“年神様”を迎える年中行事の一つです。

“年神様”は正月の神様で、五穀豊穣の神様として親しま
れています。私が生まれ育った「諏訪しんぼ」の地では、
高田平野に属する稲作地として昔から“米作り”が盛ん
に行われてきました。そのようなご縁から昨年は、いな
ほ園を中心に川室記念病院、つくし工房等が協力し「にっ
こり米」を栽培しましたが、これも“年神様”へのお祈
りの一つなのではと豊穣を喜んだところです。
　さて、今年は当法人が創立して５０周年を迎えます。
当時、日本の高度経済成長と共に、飛躍的に発展した“福
祉”が、昭和４８年のオイルショックと共に急速に鈍化
しました。その中で当法人は、特別養護老人ホームの開
設を認可され、その翌年にいなほ園を開設しました。当
時、インフレによる物価高騰と物不足になり、建設に当
たっては物心共に苦労したことを覚えています。その後、

平成１１年には大規模改修による全面建て替えが完了し、
介護保険制度施行前に、当園をリニューアルすることが
できました。
　そして５０年の節目を迎えた今、これまでの道程を振
り返ると共に、先達の功績に感謝しながら新たな事業展
開に取組み、地域の医療と福祉の発展のために歩みを進
めていく所存です。まずは地域のニーズに合わせて、高
齢者福祉事業の新たな展開を計画し、法人事業の拡大に
より、さらに皆様のご期待に応えて参ります。次に、い
なほ園のリニューアルにより、現在使用していない一部
フロアに、地域高齢者の健康増進に貢献する「ヘルス・
リハビリセンター（仮称）」の設置について検討します。
なお、その際には川室記念病院体育館の再活用を兼ねて
協議します。そして、これらの事業を検討・展開するに
当たり、諏訪地区を拠点として医療・福祉の中心的役割
を持つ医療法人常心会 川室記念病院、社会福祉法人 上越
つくしの里医療福祉協会と協力しながら、諏訪地区の住
民組織と連携の上、進めていきたいと考えています。
　本年も、地域のニーズに応えながら一歩ずつ前進して
いく所存でございます。皆様方より変わらぬご理解・ご
支援をよろしくお願い申し上げます。

いい
InahoInaho

なほなほ  シシ
SeniorSenior

ニアニア  ネネ
NetNet

ットット
第 50 号

2023 年 1 月 10 日　発行

令和五年・うさぎ年を迎えて令和五年・うさぎ年を迎えて
理事長　川室　優

ゆう

（福）上越老人福祉協会
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Iプライド 
～各事業所（施設・事業）の食自慢、食のこだわり、食事の支援～

　米岡の郷みずほ園ではユニットケアを実施してい
ます。ユニットケアとは自宅に近い環境でご利用者
一人ひとりの個性や生活リズムに応じて暮らしてい
けるようにサポートをすることをいいます。食事面
においてはご利用者の生活リズムに合わせて時間を
一律にせず、ご本人に合った時間、量、食事提供場所、
食事形態、ご本人に合った茶碗や箸、スプーンで提

供をしています。ま
たリビングにはキッチンが隣接し食事の時間が近くなるとご
飯の炊ける匂いや職員が作る味噌汁の匂いがリビングに立ち
込め家庭的な雰囲気になります。毎月ユニット内でのお誕生
日会ではユニットごとの特色を生かしたおやつを提供したり、
最近ではご利用者と一緒に焼き芋を作ったりしました。今後
もご利用者の希望に寄り添ったケアを実施していきます。

特別養護老人ホーム　特別養護老人ホーム　みずほ園みずほ園

　いなほ園は今年で創立４８周年となり、食事サービスにも
先輩方の汗と努力の結晶、技術や心意気が受け継がれていま
す。現在厨房のスタッフは２０歳代から６０歳代まで、個性
あふれる、かつ協調性のある２０名が日々食事作りに励んで
います。伝統を受け継ぐといえば、いなほ園では平成１１年

から取り組んでいる介護食「ムー
ス食」が定着しています。今では「嚥
下調整食」という呼び方が医療福
祉業界では定着し、市販の食材も
バリエーション豊かになっていま
すが、いなほ園ではよほどのこと
がない限り手作りです。手作りされた介護食はやはりおいしい
です。これからもあたらしいことへの挑戦、伝統の技術の継承
を両立しながら利用者に喜ばれる食事作りを行っていきたいと
思います。

特別養護老人ホーム　特別養護老人ホーム　いなほ園いなほ園
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　食事は日々粛々と営まれる生活行為
です。新光園では食事のみを切り取る
ことなく、生活の一部として支援して
おります。
　食べていただいてこそ価値を発揮で
きるのが食事です。そのこだわりは２
点、1つは季節感、もう１つはメリハ
リです。
　春の芽吹き、夏野菜のみずみずしさ、
秋の実り、冬の保存食など、その一瞬
のおいしさを提供しています。また晴
れの日のごちそうや、祭事にちなんだ料理など、日常から離れることで思い出や、感情に働
きかけることができると思います。
　厳しい寒さが続く中、春の訪れが待たれます。食事で少しでも温もりを感じていただけた
ら嬉しいです。

　高田の郷では施設入所９６名、通所リハビリテー
ション２１名（昼食のみ）のご利用者の食事を提供し
ています。介護老人保健施設ではリハビリテーション
を通じて身体機能を維持しながら在宅復帰を目指しま
す。中には比較的長く生活されたのちに特別養護老人
ホームなど次の施設に進まれる方もおられます。
　多様な利用目的を有して生活されているご利用者に
とって、食事は一番の楽しみであり、健康を維持する

バロメーターでもあります。また、食べるこ
とそのものがとても大切で命と直結していま
す。
　高田の郷では希望や意向を確認しながら季
節を感じられるようなイベントを開催し、好
評を得ています。
　これからも高田の郷の食事が、楽しみ、元
気の素、命の素となるよう、心を込めてお届
けしたいと思います。

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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　ケアハウス上越では、入居者の皆様の健康状態や好み
に応じてバランスよく美味しい、また季節感のある食材
を使用してお食事を提供しています。お花見会などの行
事食には特に力を入れ、皆様に喜ばれています。
　また、季節に合わせたデザートを提供したり、梅ジュー
スを一緒に作ったりと食を通じて楽しむ活動を行ってい
ます。
　今後は夏には夏野菜、秋にはさつまいもを育てそれを
献立に加えるなど、皆様の食欲増進に繋がるような活動
と楽しみの機会を作っていきたいと思います。

ケアハウス上越ケアハウス上越

　千寿園には、管理栄養士が 1名在籍しており、入居者の
皆様に提供する食事の献立を作成しています。栄養バラン
スはもちろんのこと、季節に応じたメニューで入居者の皆
様に楽しんでいただいています。そして何よりも楽しみに
されているのは、お誕生日特別メニュー！！事前に皆様の
希望を伺い、お好みのものを提供しています。１番人気は、
天ぷら。調理員が揚げたてを提供します。「５０人分の食
事作り、大変だろうけど、いつもありがとう」「おいしかっ
たよ」と声を掛けていただき、励みになっています。これ
からも、皆様の生活の楽しみとなるような食事サービスを目指して、職員一同努めて参ります。

軽費老人ホーム千寿園軽費老人ホーム千寿園

　ケアハウスみのりの家には、デイルームに隣接してミ
ニキッチンを備えています。このキッチンを使い、先日
「てんぷら処さっさ亭」が開店、みのりの家の皆さんは揚
げたての熱々てんぷらに舌鼓を打ちました。何と言って
も、出来立ての食事が食べられるということの他に、作
り手が食材の紹介をし、調理の工程を説明することで、
おいしさに一味加わります。そして作り手の職人（調理員）
が皆さんの前で挨拶するといった高級料亭さながらのお
もてなしを受け、ケアハウスみのりの家の皆さんは、お
なかも心も満たされた時間となりました。
　このようにケアハウスみのりの家では時折、技術と経験に裏打ちさ
れた職人が皆さんに腕を振るう機会があります。早速次回のリスエス
トをしていた皆さん、次はどんなおいしい料理が食卓に並ぶのでしょ
うか。

ケアハウスみのりの家ケアハウスみのりの家

蕎麦の実の選定作業
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　コロナ禍で外出行事が行えない中、光寿
の家では、少しでも季節を感じていただけ
るよう四季に合わせたおやつを提供して皆
様に楽しんでいただいております。春は白
玉粉と豆腐で作ったみたらし団子を提供し
ました。団子は柔らかく、タレまでおいし
いとスプーンですくって残さず召し上がっ
ていました。夏はゴーヤの浅漬け・佃煮と

塩ゆでした枝豆を提供しました。ご利用者の皆様と一
緒に苗植えから収穫まで行いました。「ビールが欲し
いね」「この苦味がいいね」とおっしゃり手が止まり
ません。残暑厳しい 8月後半にはコーンを添えたアイ
スクリームを提供し、あまりのおいしさにおかわりを
された方もいらっしゃいました。普段のお茶菓子と異
なるおやつの時には、昔を懐かしんで話も弾み、お茶
も進みます。

　本町楽寿の家では、出来立ての温かいご飯と味
噌汁をご利用者の目の前で盛り付け、召し上がっ
ていただいています。食器も在宅のそれに近い馴
染みのある茶わんや食器を使用しています。
　特別な日には季節を感じられる旬の食材を使っ
て、「食べること」を楽しんでいただけるよう工
夫しています。時にはバイキング形式で希望する
品を選んでいただいています。

　また一人暮らしのご利用者のお宅を訪問し、安
否確認や服薬介助を兼ねて、食の支援も行って
います。栄養バランスの良いお弁当をお届けする
ほか、一緒に買い物に行き、食べたい食材を選ん
でいただくこともあります。在宅生活においても
「食」はとても大切です。おいしい食事で体調を
崩さずに生活が継続できるよう支援していきたい
と考えています。

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 光寿の家光寿の家

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 本町楽寿の家本町楽寿の家
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　入居されているご利用者と一緒に食事づくりをして
います。「〇〇さ～ん、お手伝いお願いします」「はい
よ～、何するね？」こんな会話からスタートです。昔
は台所を任された方ばかり…さすがの包丁さばき。会
話にも花を咲かせ、職員が確認をしながら調理をすす
めます。一緒に作っていることを意識し、昔を思い出
してもらい、手を動かすことで手指、脳のリハビリに
もなります。畑で収穫した野菜を使い、作ることの過
程を楽しみつつ、みんなで楽しくいただきます。「うん
まいわ！」と笑顔が
こぼれます。そんな
食事の時間となる
よう、これからも工
夫をしていきたい
と思います。

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

　グループホームでの食事は生活感に満
ちたものであり、「音」や「匂い」もと
ても大切な調味料の一つです。野菜を包
丁で切るトントンという「音」や、食材
を煮たり炒めたりするグツグツ、ジュ―
という「音」に耳を傾け、完成間近の料
理が放つおいしそうな「匂い」に心が躍
ります。グループホーム敬寿では、ご利

用者が自ら育てた野菜を、ご利用者自ら下ごしらえ
するところから食事づくりが始まります。一つひと
つの大切な過程を丁寧に行うことで会話も弾み、味
も格別です。これからも心に響く良い「音」と「匂い」
を追求していきます。もちろんお味も大切ですが！

グループホーム敬寿グループホーム敬寿
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　百寿の家にはテニスコート半面ほどの畑があります。ご利用者はナスやきゅうり、ピーマ
ン、さつま芋などいろいろな野菜を育てており、草取りや水やり、収穫などたくさんの活躍
の場があります。
　収穫した野菜は施設の食卓に並びます。旬を楽しんでいただくため連日同じ野菜が出るこ
ともありますが、飽きがこない
よう都度献立を調整して提供し
ています。「中でも煮物は、よ
く味が染み込んでおり、柔らか
く食べやすいと好評です。」
　季節に合った野菜を栽培、収
穫、調理とご利用者と『食』の
繋がりが強く、日常的に『食』
が根付いているのはグループ
ホームの強みかな？と日々感じ
ています。

　宝寿の家では旬の食材を使った食事を提供しています。事業所内の畑で収穫した野菜や町
内の方、ご利用者のご家族から頂いた野菜や果物などを使用しています。ご利用者に食べた
いものを伺い、作り方を教わりながら料理をする時もあります。好きなものを好きなだけ食
べられるバイキング形式や手作りお弁当、竹を使っての流しそうめん、笹餅、おはぎなど
も大好評です。先日は畑で収
穫した茄子や南瓜、さつま芋、
ピーマンなどを焼き、ガーデ
ンテラスでバーベキューをし
ました。お天気も良く外の景
色を見ながら食事をすると普
段食事量の少ない方もたくさ
ん召し上がり喜んでおられま
した。１年を通して季節を感
じていただける食事を提供で
きるよう心がけています。

グループホーム百寿の家グループホーム百寿の家

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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　今年は兎年です。兎には跳ねる
特徴があるため、景気が上向きに
跳ねる、回復すると言われており、
縁起の良い年として知られている
ようです。色々なことが回復、良
い方向へ向かう 1 年となればと
思っております。

あとがき

法人創立49周年 永年勤続表彰法人創立49周年 永年勤続表彰

　法人創立 49周年のこの善き日に、永年勤続の表彰をいただくことができ、
身に余る光栄に存じます。
　平成４年、調理師としていなほ園に入職してから３０年、高校を卒業し
たばかりで右も左もわからなかった私が、ここまで勤めることができまし
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、
ご助言のおかげと深く感謝いたしております。

　振り返りますと、当時の食事は普通食を召し上がることができない方には刻み食やミキサー
食に加工するのが一般的でした。その後、介護保険制度の施行から食事の提供内容は随分と様
変わりしていきました。安全性と見た目を重視したソフト食やムース食を開発、摂食嚥下に配
慮した介護食の提供に努めて参りました。飽食の時代を背景のもと、おいしさの追求も怠りま
せんでした。近年では利用者の重度化が進み、より安全な食事形態と個別対応の必要性が高まり、
専門性が求められます。
　また、調理現場は常に高温多湿などの厳しい労働環境にあります。法人のプロジェクトチー
ムが主体となって働き方改革に着手し業務改善のための取り組みを行いました。新光園におい
ては、最新の調理機器を整備し業務の合理化と勤務時間の変更などを改善し、とても働きやす
い職場環境になりました。併せて利用者サービスの向上にも貢献することが出来ました。
　今後も新たなチャレンジを続け、当法人が求める、食事サービスの想いを繋いでいくことで、
利用者の生活を食の立場から支える者
としての役割を果たして参りたいと決
意を新たにしております。
　最後になりますが、上越老人福祉協
会の更なる発展のために精一杯努力を
続けていくことを御誓い申し上げ、お
礼の言葉とさせていただきます。本日
は誠にありがとうございました。

令和４年 11月 4日
特別養護老人ホーム新光園　　　　

　調理リーダー　渡部　妙子
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