
創立20周年を迎えて
施設長　　大畑　英茂

石川県八田ホームは、本年10月をもって創立以来ここに、

20周年を迎えることができました。

これもひとえに入居者の皆様方はじめ、関係各位のご指

導とご鞭撻の賜によるものと深く感謝申し上げます。

昭和61年10月に石川県基幹特別養護老人ホームとして受託事業を開始し、県内

全域から比較的介護度の高い人達を受け入れるとともに、老人福祉施設職員の研修

指導事業を平成16年３月まで実施するなど、老人福祉の向上に努めてまいりました。

このような中にあって、平成12年４月からは介護保険制度が導入され、これを契機

に管理運営は自主独立で、いわゆる介護保険収入で自己責任において経営を行うこ

ととなりました。

また、平成15年からは入居者１人ひとりをより大切にした個別ケアを行うために、

食堂を４カ所に分散し、これを中心にしたグループケアを実施しております。

さらに、併設している金沢市老人短期入所施設湖陽ホーム・金沢市デイサービスセ

ンター湖陽苑及び居宅介護支援センターと一体的な運営を行い、地域の方々が安心

して在宅介護ができるよう地域密着型の施設を目指しております。

創立20周年を迎え新たな気持で、より一層、入居者・利用者及び地域の人達から

信頼される施設の運営を目指すことと致しておりますので、皆様方のご支援とご協力

を賜りますようお願い致します。
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八田ホーム創立20年記念式典
八田町会長　　中村　　明

八田ホームの創立20周年、まことにおめでとうございます。大変充実した良い
設備であり、又職員の皆さん方の熱心な働きもあり入所希望者が多く、空くのを
待っている人がたくさんおられるそうです。
八田町の人が何人もお世話になっており、この機会をおかりして厚くお礼申し上

げます。このホームが建設されましてからはあちらこちらで急ピッチに増加していますがまだまだ入所希
望をまかなえないそうです。入所者の皆さまにおかれては、良い設備を十分活用され楽しい生活をされま
すよう、又職員の皆さまにおかれては、良い設備をさらに改善され県下の福祉施設の発展にご尽力下さい
ますようお願いし、八田ホームが増々発展されることをご祈念申し上げまして、地元八田町民を代表して
のごあいさつとさせていただきます。

昭和６１年１０月１日 特別養護老人ホーム石川県八田ホーム受託経営開始（定員８０名）
昭和６２年４月０１日 石川県基幹特別養護老人ホーム研修指導受託事業開始
平成０５年１０月１日 金沢市デイサービスセンター湖陽苑受託経営開始

金沢市短期入所施設湖陽ホーム受託経営開始
石川県総合介護支援センター事業受託開始

平成０６年３月３１日 石川県基幹特別養護老人ホーム研修指導事業受託終了
平成１２年３月０１日 居宅介護支援事業　石川県八田ホーム居宅介護支援センター事業開始
平成１２年４月０１日 介護老人福祉施設・通所介護・短期入所（指定1770100699）事業開始
平成１２年９月０１日 特別養護老人ホーム石川県八田ホーム（定員８２名：2名増）

金沢市短期入所施設湖陽ホーム（定員１０名：2名減）
平成１６年3月３１日 石川県総合介護支援センター事業受託終了
平成１８年4月０1日 介護予防通所事業開始（金沢市デイサービスセンター湖陽苑）

介護予防短期入所事業開始（金沢市短期入所施設湖陽ホーム）

■ 石川県八田ホーム事業20年間の沿革 ■

支え、支えられて
介護長　　高田珠恵

「一期一会」という美しい言葉があります。
同じ繰り返しのようでいて、実は二度とやってこない一日一日を私達は生きていま
す。決して後戻りすることのできない人生の中で、これまで多くのかけがえのない
出会いがありました。生きることの奥深さを示して下さるお年寄り、いつも暖かい

まなざしをむけて下さるご家族、同じ志を持った仲間達、夜中でもかけつけて下さる高松先生、さわやか
な汗を流して下さるボランティアさん、そしてホームの生活に必要な物を届けてくれる業者さん、新聞配達
さん･･･数えあげればきりがありません。いえいえ人間ばかりではありません。今はもう古くなったイスや
テーブル、柱や壁、観葉植物の一つ一つまでもがそれぞれに私たちを支えてきてくれたものばかりです。
「自分」というものは自分一人では存在できず、人とのつながり万物とのつながりにおいての自分であるこ
とを感じています。支え、支えられて八田ホームも二十周年を迎えることができました。今、万感の思いを
込めて「ありがとう」そして「これからもよろしく」。



家族会会長のあいさつ
家族会会長　　西川　岩美

新しく家族会会長になりました西川でございます。私と八田ホームのおつきあい
は、13年前に母親が入所したことにはじまり、以来、八田ホーム職員の皆様から献
身的な介護を受け、家族として感謝の思いでいっぱいであります。本当に、日々の介
護をいただきありがとうございます。私は、親子孫三世代のつながりを家族として

大切にしたいと思っております。入所されている皆様の元気なお姿を見て、その御家族の子供達や孫達が存
在意義（アイデンティティー）を確立できるものと思っており、入所されている皆様がいつまでもお元気でい
らっしゃることが、家族の願いであります。そのために、家族会は、八田ホームの職員の皆様と連携協力し
ながら各種行事を通じ、入所されている皆様やその御家族の皆様のために、あらゆる方面において、その努
力を惜しみません。どうか家族会に対し、今後とも、御理解御協力のほど、よろしくお願いします。

特別養護老人ホーム石川県八田ホーム 

新任職員紹介 

●事務長　黒田　太喜雄　　●事務員　佐野　亜由美 

職 員 表 彰  

●全国社会福祉事業団協議会　高田　珠恵　　●全国老人福祉施設協議会　西山　揚子 

『錦秋見付島』
光風会員・日展会友
太佐　寿一郎

石川県八田ホーム創立20周年記念
平成18年10月　家族会寄贈



 
ご家族を交えて、 
賑やかで楽しい 
お花見ができました。 

兼六園の桜は最高。 兼六園の桜は最高。 

兼六園の桜は最高。 

私たちも、 

ファイト！ 一発！ 
でいきまっしょ。 

兼六園の桜は最高。 

お花も良いけど、
何といっても、 

やっぱりおだんご。 
おいしいわぁ。 

兼六園の桜は最高。 夜空にしみわたるような、 

三味線や 
ハーモニカの音色に、 

皆さんしーんと 
聞きほれていました。 

兼六園の桜は最高。 

ご家族・町内の皆さ
まも踊りの輪に加
わって頂き、今年も
大盛況でした。 

兼六園の桜は最高。 



兼六園の桜は最高。 ご家族とともに 

今年は山代温泉に 
出かけました。 

兼六園の桜は最高。 

兼六園の桜は最高。 

秋晴れのあたたかな
陽ざしの中、 

温泉街を散策。 

兼六園の桜は最高。 はーい。 
私は今年で105才。 

 たっしゃで 
暮らしております。 

兼六園の桜は最高。 

はい。 
私は95才。 

 まだまだ 
これからです。 

兼六園の桜は最高。 

水入らずで 
お膳を囲んだ後、 

本場の足湯で疲れを 
癒すひと時です。 

兼六園の桜は最高。 

赤飯御膳を 
賞味したあとは、華やかな、 

お祝いの踊り 
を堪能。 

兼六園の桜は最高。 

ボランティアの 
皆さまの華やかな 
舞踊ショー 　　　　  で、 

   今年も幕を明けました。 

はまなす
舞踊会



湖陽苑では、 
今年4月より 
口腔ケアを 
行って 
おります。 

はじめは、食事前の健口体操・食後の歯磨き・
舌磨き・義歯磨きと、様々なケアに戸惑ってい
らっしゃるご利用者様もみられましたが、今で
は習慣化され、皆さん進んで歯磨きをされてい
ます。また、1ヶ月に2回、口の中を評価してい
ます。

ご利用者様19名・黒田事務長
はじめ職員8名で、リフト付き観
光バスに乗ってほたるいかミュ
ージアムに行ってきました。当
日の天気予報は雨でしたが、皆
様の願いが通じたのか雨にあた
ることなく、行ってくることがで
きました。バスの中ではカラオ
ケやゲームで、あっという間に
滑川に着きました。

シーズンオフのため、貸し切りのような感じで、ミュージアムの
方々にも丁寧に対応して頂き、きれいなシアターを見たり、美味しい
昼食やおみやげ屋さんで買い物したりと、皆様の笑顔がたくさん見ら
れた1日でした。また、来年もお楽しみに。



居 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー  
だより 

要介護1～5と判断された方 （々在宅サービス）

居宅介護支援事業者（当事業者など）の介護支援専
門員（ケアマネージャー）は、介護を必要とする要介
護1～5と判断された方々が、快適で充実した日々を
送っていただけるように、介護計画（ケアプラン）や
相談業務を行っています。（一部、要支援1、2の方々
の委託もお受けしております。）

サービス利用までには…

利用者に適したケアプランの
作成やサービス提供事業所選び
などを行う、幅広い介護知識を持
った介護保険の専門家です。介
護支援専門員は居宅介護支援セ
ンターに所属しています。

介護支援専門員
（ケアマネージャー）とは…

石川県八田ホーム居宅介護支援センター
●主任介護支援専門員　蓮沼　　●介護支援専門員　大坪　

TEL（076）257-2333
FAX（076）257-7354

1

2

3

4

要介護1～5と認定がなされた方々の場合

事業所と介護支援専門員の決定
ケアプラン作成、契約のための居宅介護支援事業者を選び、介護計画（ケアプラン）作成
などを利用者から依頼されます。依頼を受けて、担当の介護支援専門員が決定されます。

市への届け出
介護計画（ケアプラン）の作成を居宅介護支援事業者に依頼したことを、
市の介護保険担当窓口に届け出ます。

介護計画（ケアプラン）の作成
1 介護支援専門員が本人や家族の要望、
心身の状態などを把握してケアプランの原案をまとめます。

2 原案をもとに介護支援専門員、利用者、家族、
サービス提供事業者で検討を重ね、介護支援計画を作成します。

在宅サービスを利用
通所介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、住宅改修
通所リハビリテーション、訪問看護、訪問介護（ホームヘルパー）など

介護保険や在宅福祉サービスについてのお問い合わせはこちらまで



ご意見（苦情）をお聞かせください 
よりよいサービスを提供するために 

本事業所で提供している福祉サービスのことで困っていることは、ありませんか。 

1 福祉サービスを提供している事業者への相談 
2 事業者との話し合いで解決しなかった場合などは、 
　石川県運営適正化委員会への相談  

苦情など困ったことの相談の方法は、 

次の2つがあります。 

1 困ったこと 
2 改善してほしいこと 
3 要望・苦情など 

本事業所で提供している福祉サービスに 
ついて、次のようなことがありましたら、 
がまんしないで、お気軽にご相談ください。 

1 公正・中立な立場から、利用者などのご意見（苦情）を
お聞きして、事業者との間に入って調整・助言をいた
します。 

2 事業者側と話し合う場合には、第三者委員を交えて行
うこともできます。 

3 利用者などから第三者委員へ直接ご相談いただいて
も結構です。 

面会時に玄関にあるスリッパは、はきにくい
と父が言っています。（片麻痺の障害がある
ため）何か、他にいいものがないでしょうか。 

本事業所では、利用者からの苦情に適切に 
対応するため、下記の苦情解決責任者、 
苦情受付担当者を設置しておりますので 
ご相談ください。 

●利用者の苦情などを、第三者の立場で対応して 
　いただくために、下記の第三者委員を設置しております。 
●第三者委員もご利用ください。 

施設の苦情解決体制 

特別養護老人ホーム石川県八田ホーム 

金沢市短期入所施設湖陽ホーム 

金沢市デイサービスセンター湖陽苑 

石川県八田ホーム居宅介護支援センター 

 

施設名 

 

第三者委員 

 松山　利和 
076-249-0320

酒井　玉吉 
076-285-1802

苦情解決責任者 

 

苦情受付担当者 

 
生活相談員　末松　良浩 
 

生活相談員　宮下久美子 

主任介護支援専門員　蓮沼　千恵 

施設長 
大畑　英茂 

今年度ご意見1件いただきました 

（H17.11～H18.10） 

ご意見 
ご提案の 
内容 

施設の 
回答 

施設において、玄関に車椅子は準備しているものの、
様々な障害に対応したスリッパの提供は難しいと
考えています。ご家族でご用意頂くか、そのままの
履き物を玄関できれいに拭いて、使用して頂くよ

うお願い致しました。（ご家族に説明し了解を頂いています） 

　月日の流れは早いもので、今年
もあと2ヶ月余り。現在、朝鮮半島
での核実験の真偽をめぐり国際的

に大きな話題となっています。 
　平成十八年も国内外の様々な出来事が報道されましたが、私
にとって一番明るいニュースは、秋篠宮家の宮様ご誕生でした。
注目された命名は、ゆったりと長くという意味を込めた「悠仁」。
本機関紙｢悠々｣と同じ文字が使われていました。八田ホームも
今年二十周年の節目の年を迎えましたが、将来に渡り利用者の
皆様にとって悠々たる施設であり続けたいと願っております。 

ご厚意ありがとうございました。 

MOA橋ネットワーク
WFWP石川
高砂ボランティア会
ひまわりグループ
なかよし会
しらゆりヘルパー友の会
八田町老寿会
八田町女性部
宮野美近社中
For Batch

昭奈会
真咲ひでこ
はまなす舞踊会
八田保育所
薬師谷保育所
NTT北陸民謡民舞サークル
照洲会
森本小学校
晴節会
北金沢カラオケ愛好会　桜の会

ほのぼのライブ ひだまり
コスモス舞踊会
森多　幸夫
吉村　益子
鈴木　孝夫
横川　捷信
高島　　章
西条　康夫
永田外志子

北陸中日新聞社会事業団
兼六園管理事務所
日本たばこ産業（株）
（株）サークルＫサンクス
伊藤忠商事（株）
石川県八田ホーム家族会
宮嶋　伸一
荒井　　忠
山本　　馨
吉田　義雄
大木　昭代

金子 トキ
小浦　一枝
戸井　義雄
坂井　昭子
小林　正治
馬場　宝一
慶浜　典雄
今川　英和
今川由紀子
木野美和子
杉田　喜稔

（順不同・敬称略）


