
2002 年 8 月に開所し、現在 36 名の障害
のある方が、製菓やパソコン・さをり織
り・下請け・紙すき・販売・納品の様
な作業や療育的な活動に取り組んでい
ます。一人ひとりの障害やペースに合
わせて、毎日頑張っています。

岡山学区、北里学区に在する社会福祉
法人では最も大きな存在であること
を自覚し、地域の皆様が安心の拠り
所と感じられるよう≪おか・きた安
心ネット≫の中心的な役割を果たして
いきます。

「通い」「泊まり」「訪問」の３つのサービス
を組み合わせて自宅での生活をお手伝い
させていただいています。なじみの環
境、なじみのスタッフで一体的なサー
ビスを安心して受けて頂けるよう支援
しています。

「あなたが活きる応援団」おうみ福祉会の
新しいメッセージです。一人ひとりが自
分の力を発揮し、活き活きとした生活
がおくれるように。地域の皆さんも含
めてみんなでサポートできたらと考え
ています。

名前が示すように赤煉瓦の文化財に囲まれ
た施設です。介護度の高い高齢者様に
も、出来る限りの個別対応を心掛け、
安心してご利用頂けるよう、職員一同
精進いたしております。

少人数の馴染みの関係の中、暖かさを
感じホッとくつろげる場所で、料理
や園芸、生き物の飼育などを通し、
家庭的な雰囲気のケアを心掛けて
います。

昭和 28 年に無認可で開設し、昭和 30 年
に認可を受け現在に至ります。
子どもたち一人ひとりを大切にし、保
護者からも信頼され、地域に愛される
保育園を目指しております。これから
もよろしくお願いいたします。

令和 2 年 4 月に開園し、「まことの保育を心とし一人ひと
りの子どもの可能性を引き出すことを誇りとし、保護者に
信頼され地域に愛される園であること」を基本運営方針に
掲げております。園では色々な遊びを通して
豊かな経験や共感しあえるあたたかい仲
間作りができるようにしており、聞く
力、想像力、表現力、つながる力、学
びに向かう力を育むとともに、園名の
ように、子どもたちの「みらい」を見
据え保育・教育に取り組んでいます。

昭和 29 年に野村保育園を開設。昭和 51
年に認可を受け現在に至ります。
本園は、四季の移ろいをゆっくりと肌
で感じながら自然環境に恵まれ、子ど
もたちは散歩やマラソンを行い、自然
と太陽の光の中で保育を行い、毎日頑
張っています。
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　先日、日本で認知症の第一人者であり専門医でもある長谷川和夫先生が逝去されました。
2017 年に自身も認知症であることを公表し、「認知症は誰もが向き合うものですよ、むやみに怖
がる必要はありませんよ」ということを伝えたいとおっしゃっていました。
　人生 100 年、120 年時代と言われる現代では、誰もが認知症になる可能性があります。近年、
認知症とともに生活する人を取り巻く環境は大きく変化し、当事者の声は今日の施策やケアに影
響を与えてきました。今後もこの流れは続き、ケアを受ける対象者から生きる当事者として、また、
特別なことではなく誰もがともに生きる当たり前の社会が実現することになるでしょう。
　認知症がテレビなどで取り上げられることもありますが、現場の実感としてはまだまだ認知症
の人は「何もわからなくなった人」と誤解を受けているように感じることがあります。

「認知症になったからといって、人が急に変わるわけではない」とは、認知症の当事者であった長
谷川先生の言葉です。

　認知症を正しく理解することが、認知症の人の気持ちを理解し寄り添う
ことにつながります。また、加齢によるもの忘れと認知症の記憶障害

の違いに気づくことができ、早期受診・早期発見につながることに
もなります。
　認知症の人を「施設で介護を受ける」対象としてではなく、「社
会でともに生きる」仲間としての理解を、認知症にかかわる一人
として地域の皆さんとともに発信していきたいと思っています。
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第１回ボランティア養成講座をを令和元年 10 月から 11 月に

掛けて開催しましたが、その後は新型コロナの影響で中止して

きました。
　しかし、現在、コロナとの付き合い方滋賀プランもレベル 0

で推移しており、この状況下での開催を以下のとおり決定しま

した。
　コロナ対策を十分に行うと共に、今回は、講座開催前に、

①健康チェックコーナー（物忘れチェック、骨密度の測定、血管年
齢

の測定、脂質筋肉質の測定）　②ゲーム、スポーツコーナー（ボッチャ、

けん玉）を設けます。ぜひご家族連れで遊びに来てください。

（なお、新型コロナの感染状況が悪化すれば中止の場合もありま
す）

『第2回ボランティア養成講座の開催』

℡ 0748-33-5321℡ 0748-33-5321滋賀県近江八幡市牧町1885滋賀県近江八幡市牧町1885
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地域における認知症の理解について

小規模多機能ホーム　船木・えんの家
　施設長　米 田 　漠

園長  中邨
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施設長　野村

施設長　村井

管理者　米田

管理者　宮本

施設長　中川

昨年度はコロナウイルス感染症対策のため中止していた
ボランティア養成講座もようやく開催することになりまし
た。地域の皆さんと触れ合うこと、スタッフも楽しみにし
ています。気軽にお立ち寄りいただけたらと思います。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本

開催予定日 令和 4年
 2月1日（火）

健康チェック・ゲームコーナー

開講式　座学研修

開催場所

①12：00～14：00

②14：00～16：00

岡山ふれあいホール
　　（岡山コミセン近く）

★申し込み等は、チラシを作成
　していますのでご覧ください。



介護支援専門員

•自閉症・発達障害の理解
•障害福祉制度について

強度行動障害支援者養成研修修了
サービス管理責任者講習講師

•意思決定支援と虐待防止の理解 意思決定支援と虐待防止に関する研修修了
サービス管理責任者

•認知症研修会 認知症介護指導者養成研修修了
認知症ケア上級専門士

•介護保険制度 介護支援専門員・社会福祉主事

•介護保険制度

•介護保険制度

介護支援専門員・介護福祉士

主任介護支援専門員

•ノーリフトケア（実技有）
•介護する側・される側にも優しいケア

•認知症ケアについて 介護支援専門員・介護福祉士
認知症介護リーダー研修修了

•高齢者のお食事について

•「おじいちゃん・おばあちゃんにぼくが、
　私が出来ること」キッズ向け紙芝居

管理栄養士

きらめき認知症シスター研修修了
社会福祉士・精神保健福祉士

ノーリフトコーディネーター養成講座
ベーシック修了・准看護師

ボランティアポイント
引き換え店募集中 !

ボラおかきたの活動を支援いただく岡山
学区・北里学区小売店を募集しています。
詳しくは事務局にお尋ねください。

（加茂町） （船木町）

（十王町） （十王町）

（十王町） （江頭町）

（江頭町） （江頭町）

（江頭町）

協力店一覧

種吉商店

㈱太田種苗

御菓子 にしかわ

シューズショップ 西川

お食事処 多も里川端書店

辻川酒店まんすて

エブリデイ なかむら

•在宅介護について
•介護保険

サロン・相談会等使用（貸出）備品
備品一覧

サロン・相談会等使用（貸出）備品
備品一覧

物忘れタッチパネル
血管年齢測定器
骨密度測定器
脂質、筋肉質計測器
はいはいのみち
ミツバチとはたらくくるまセット
マグブロックバラエティセット
スタンドキット
バーチャイム
バーチャイムスタンド
ビブラスラップ
ビブラトーン
スレイベル
エアレスマットアトラス（グリーン・レッド）

思い出カルタ（１・２・３・６）
釣りっこ（２・５）
足し算・九九計算はさみゲーム
競技用けん玉
点鳥ルーレットセット
たいこ相撲
スマイル射的
ミルキーウエイ
ボッチャ用品一式
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　新型コロナ禍、私たちは、感染予防のため、不要不急
な外出をできるだけ避け、会話もマスクをしてという生
活を送っています。しかし、新型コロナも現状は低位で
推移しています。
　地域での自治会サロン活動も活発となってくるのでは
ないでしょうか。そこで、次の事業をご活用されてはい
かがでしょうか。費用は無料です。私たちは、地域が元
気になるお手伝いをさせて頂きたいと思っています。

講師派遣のご案内講師派遣のご案内

福 祉 な ん で も 相 談 会
　いろいろな相談窓口や話を聞いてもらえる機関が行政にはあります。

　子ども支援課、長寿福祉課、障がい福祉課などの窓口がありますし、市社会福

祉協議会もあります。また、おうみはちまん健康福祉ダイヤルといったお電話でき

るものもあります。

　しかし、「電話をかけづらい」、「なかなか訪問しにくい」、「どこに行ったらいいのか？」と躊躇してしまうこと

もあるかと思います。

　岡山学区・北里学区には「児童分野・高齢分野・障害分野」それぞれを専門とする地域に根ざした社会

福祉法人が複数あります。

　それらの法人で構成する「岡山学区・北里学区社会福祉法人連携協議会（おかきた安心ネット）」には、

保育や障害者支援、介護の現場等で実際に働いている専門家がいます。

　現在、新型コロナウイルス感染症の影響で「福祉なんでも相談会」は開催出来てはいませんが、ちょっ

としたご相談を「お近くのおかきた加盟事業所にお話してみませんか？」お気軽にお声かけ下さいませ。

＊掲載しているテーマ以外でもご相談ください
＊講師との日程調整都合上、実施希望3週間前までにお申し込みください

受けられた研修•保有資格等

なんでも相談会の開催時に使用するものと、サロ
ンで使用するもの、また新型コロナ感染対策（会
議等）で使用するもの等幅広く備えています。サ
ロン用の備品は、貸出することで、地域の皆様のサ
ロンがより楽しくなればと考えています。

地域での住民サロンや講座開催に是非ご利用下さい地域での住民サロンや講座開催に是非ご利用下さい

実施日の３週間前までに、事務局まで、お電話いただくか直接お越し頂

き、「講師派遣依頼書」または「物品借用依頼書」に記入提出ください。
　特別養護老人ホーム
　水茎の里　野々村
　特別養護老人ホーム
　水茎の里　野々村
事
務
局 TEL 33-5321TEL 33-5321

地域サロンなどへの健康機器やゲーム貸し出し事業
（会員が 1名以上同行し、使い方のご指導を行います）

地域との絆づくり事業

地域サロンなどへの講師派遣事業1

2

介護

障害

　ジャックボール（目標球）と呼ばれ

る白いボールに、赤・青のそれぞれ

6 球ずつのボールをいかに近づける

かを競うスポーツです。

　カーリングのように、相手のボール

を弾いたりして、自分が優位に立てる

よう位置取りをしていきますが的も弾

いて移動させることができるため、

カーリングとは一味違う戦略、魅力

があるスポーツです。

施設の職員が
地域へ出向き
講義致します

地域の

研修会や敬
老会、

サロンなどで
勉強会を

開催しません
か？

ボッチャとは!?
講座名•内容

（順不同　令和 3年 12月 1日現在）


