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介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）が
始まりました
日進市東部地域包括支援センター
看護師

加

藤

理

子

そこで、大切なのは、
「積極的な介護予防」

こんにちは。日進市東部地域包括支援セン
ターです。愛泉館だよりでは、地域包括支援

です。年齢を重ねても自身が社会の中での
「役

センターからのミニ情報を毎回掲載しており

割」や「生きがい」を持ち、友人・仲間と地

ますが、今回は平成 27 年の介護保険法の改

域づくりや趣味の場に積極的に参加するなど

正により高齢者の介護予防と日常生活の自立

活動的で張りのある生活を送ることで、介護

支援に力を注がれた「介護予防・日常生活支

が必要な状態にならないよう意識しながら生

援総合事業」
についてお伝えしたいと思います。

活を送ることが介護予防につながります。
日進市では、この 10 月から「介護予防・

介護予防・日常生活支援総合事業とは、65
歳以上の方と介護保険制度の「要支援 1・2」

日常生活支援総合事業」が始まりました。こ

に認定された方が対象となり要介護状態にな

れまで介護保険制度の「要支援 1・2」に認定

らないよう、医療や福祉の関係機関、地域等

された方を対象としてきた「訪問介護」
「通所

と連携をして介護予防サービスや各種事業を

介護」を『介護予防・日常生活支援総合事業』

提供するものです。

として移行するとともに、65 歳以上のすべて

団塊の世代（昭和 22 年〜 24 年生まれ）が

の方を対象とした事業を新たに設けます。対

75 歳以上となる平成 37 年 (2025 年）には、

象者一人ひとりの状況に応じたこれまでより

4 人に 1 人が 75 歳以上となる超高齢化社会

もサービスの選択幅が広い介護予防事業とし

を迎えます。その時に介護や医療の負担と給

て生活を支え、健康づくりのお手伝いをして

付のバランスが崩れることで、社会を支える

いきます。

現役世代の負担はもちろん、高齢者自身の負
担が見込まれるなど大きな課題を抱えていま

※【注意】日進市は 10 月から開始しますが、

す。

市町村によって開始時期は異なります。
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Q＆A
地域包括支援センターに

Q1

A1

今まで要支援 1 の認定
で訪問介護のサービスを
受けていたけれど、利用
ができなくなるの ?

ちょっと聞いて
みようかな ?

包括支援センターが状況
確認し、自立した生活を送るこ
とができるようサービス事業の
調整をします。

介護予防・日常生活
支援総合事業を利用して
しまうと今参加している
地域の教室などには
行けなくなるの ?
Q3

紹介する事業の中には、短期間で
専門職による支援・指導による身体
機能の改善を目指していくものがあります。
改善したら、そこで覚えた運動の実施や健康
づくりに関する知識を日常生活の中に
取り入れていくことで仲間との運動を
継続することはできると思います。

最近、歩くスピードが遅くなり、
つまずく事が増えたのですが・・・
Q2
A2

チェックリストという 25 項目の
質問事項に答えていただき、その中で
生活機能の低下が見られる場合は、状況
確認後に事業のご案内をおいたします。
ご本人と一緒に取り組んで
内容を考えていきます。

地域包括支援センターは、地域にお住
まいの 65 歳以上の方が住みなれた町
で安心して暮らし続けるために、必要
な援助・支援・相談を行う総合相談窓
口です。わからないことや心配事など
がある時には担当地区の地域包括支援
センターへお問い合わせください。

ボランティアさん紹介
ネイルボランティアのご紹介
山本あゆみさん

ご自身のお仕事の傍ら、

趣味のネイルアートをゲストの方々に施して
くださいます。いくつになってもおしゃれは
楽しいものですね。輝く指先がとても素敵で
した。
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A3

有料老人ホーム

カナン

毎年、夏から秋にかけては地域の行事がた

ました。
10 月には、米野木神明社秋季大祭の献馬

くさんあり、入居者の皆様にとって楽しみな
季節です。その中のひとつ『日進夢まつり』

奉納行事で献馬隊の祝い廻りがカナンにも訪

の花火を今年もカナンから観ることができま

問してくださいます。深まる秋を感じながら

した。当日は夕食を召し上がるとすぐに、2

地域の風習に触れ参加することで入居者の

階西側のリビングに集まり、外はあいにく本

方々に、今も社会の中・地域の中で暮らして

降りの雨でしたが、そんな雨に一切濡れるこ

いるのだということを感じていただきたいと

となく、ジュースを飲みながら 1 時間の花

思っています。

火を楽しみました。
また 9 月 15 日の夕方は、いつになく外が
賑やかで、子ども達の姿が多くみられました。
その光景を見た入居者の方が「お月見どろぼ
うだよ。」と教えてくださいました。日進市
にある風習として話には聞いていましたが、
実際に子ども達の元気な姿と町の賑わいを見
て、来年はカナンでもお菓子をたくさん準備
して、地域との交流ができたらいいなと思い

カナン

デイサービス
デイサービスカナンの 1 日は「今日は何

おやつ作りも盛んに行なっています。
「たとえ忘れてしまっても構わない、“今、

の日？」から始まります。暦や過去の出来事
を思い出しながら皆さんと確認し、それから

この瞬間”を思いきり楽しんでいただきたい

朝の体操を始めます。朝の体操で元気に体を

!」そんな気持ちで、担当スタッフが趣向を

動かした後は、頭の体操です。どなたも真剣

凝らし様々なプログラムを準備させていただ

に取り組んでくださり、時には珍解答も出た

いています。
スタッフ一同、皆様のご利用をお待ちして

りして、発想の豊かさに驚かされます。午後
からは、
体を使ったゲームで盛り上がったり、

います。

指先を使って紙細工や手工芸をしたり…こち
らは皆さん集中しすぎてシーンと静まり返っ
てしまいます。楽器を使っての合唱、お天気

ご見学・ご相談は
デイサービスカナン

担当 ; 三村

の良い日には外に出て園芸をしたり、近くの

1 日体験利用もできます。

公園で散歩を楽しんだり、とっても美味しい

お気軽にお問合せください。
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山下

愛泉館

夏 祭 り
を開催しました !
浴衣姿で挨拶

）
日
（
日
7
8月

井手施設長

心ひ

三好太鼓様の演奏

豊味澄会様 演舞

総合司会は毛利伸子介護長
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今年は趣を変えて、日曜日の午後、愛泉館の館内を会場にして開催しました。
お昼ごはんは、お寿司や焼きそば、お好み焼きなどのバイキングを楽しみ、午後 2 時か
らデイケア棟にて三好太鼓様の演奏や豊味澄会様の演舞を鑑賞し、その後は、会場の皆様と
盆踊りを楽しみました。冷房の効いた館内で天候の心配なくお楽しみいただけるようにと開
催した今年の夏祭り、いかがでしたでしょうか。
ご協力いただいたご家族様、ボランティアの皆様、ありがとうございました。

今年もありがとうございました。
ボランティアの皆様

ひとつに踊りの輪が広がります

日本民謡研究会 師範
豊味澄会 由岐豊味陽先生

昼食バイキング
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風景

ゲストの

武田フサエ様の物語

豊田市の宮口に生まれました。男 2 人女

そうやって

2 人の長女です。小学校低学年のころ戦争が

お小遣いを

ありました。私は今の豊田厚生病院の近くに

た め、 お 休

いて、そこは日本の飛行機の練習場だったた

みの日には

め、アメリカの飛行機はあまり来ませんでし

10 人くらい

た。練習機には羽が 2 枚あり、飛んでいる

集まって映

様子はまるで赤とんぼのようでした。みんな

画に行きま

で「赤とんぼが飛んでいるよ。」と飛行機を

した。当時、

見て言っていました。

豊田には 3 軒の映画館がありました。鶴田

終戦が近くなった昭和 20 年、三河地震が
ありました。昼間は飛行機から逃げて防空壕

浩二や岸恵子、美空ひばりの映画をよく観ま
した。とても楽しい思い出です。
その後、20 歳の時に結婚して米野木町に

に入り、夜は地震から逃れるために藪の中に、
“むしろ”を敷いて隠れました。竹藪は根が

来ました。主人は左官工をしていてお姑さん

張っているため地面がしっかりしているので

も一緒に暮らしました。私は家にいるより畑

す。夜中にさつま芋を持って藪の中に隠れて

仕事をしていた方が楽しくて、いつも外に出

いました。三河地震は毎日のように揺れまし

て働いていました。ちょうどその頃、大きな

た。戦争中だったこともあり、この地震はあ

台風が愛知県を直撃し、名古屋でその被害を

まり取り上げられませんでしたが、とても大

受けたマスプロ電工が、日進市に新しい工場

きな地震でした。地震のために消防隊員は朝

を作ることになりました。私はそこで正社員

から三河方面に行ってしまい、そのため空襲

として働きました。時々、会社でテストがあ

があっても誰も助けてくれません。空襲の時

り、良い点数を取るとご褒美が出たので一生

はとにかく防空壕に入っているより仕方あり

懸命勉強しました。おかげで同期の人よりた

ませんでした。当時は食糧がないので芋ばか

くさんお給料をいただきました。そんな時は

り食べていました。終戦を迎えた時はホッと

実家の母に持って行き、とても喜んでもらい

したことを覚えています。

ました。

戦争も地震も終わり、中学が再開し、遅れ

一方で自宅で食べるものはほとんど畑で作

ていた授業を取り戻すために、詰め込み式で

りました。おいしい野菜を作る工夫をし、農

授業を受けました。中学を卒業してから洋裁

薬を使わず育てるために、毎日 3 回、虫取

学校に 2 年通いました。洋裁学校では服を

りしました。朝早く起きて畑へ行って虫を取

作るために生地を買いに服地屋へ行きます。

り、それから会社へ行き、会社の帰りにまた

私たち生徒は両親から服地代をもらうと少し

虫を取りました。虫も負けずに大きくなるの

でも安い生地を探し、お金を浮かしてお小遣

で、こちらも負けじと毎日 200 匹くらい取

いにしていました。服地屋さんは、そんな私

ります。虫と競争です。その甲斐があって私

たちの事情を心得ていてくれて、生地を安く

の作る野菜はとても美味しいと定評がありま

してくれたうえに映画の割引券をくれました。

した。
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結婚して 20 年くらい経ったとき主人が病気

ていたと思います。

に倒れました。それからは主人の面倒を見る

そんなふうに主人を支えましたから後悔は

ことが生活の中心になり、その合間に仕事に

ありません。主人が亡くなったあと、私は再

通いました。病院の先生からあまり長くな

び本格的に仕事に戻り、定年まで働きました。

い、という話を聞いてからは、主人のいう事

今はカナンで暮らしています。愛泉館のデイ

はなんでも聞いてあげようと思いました。旅

ケアに週に 2 日通ってリハビリをしていま

行好きの主人は行きたいところがたくさんあ

す。リハビリは大変ですが、リハビリの先生

りましたので、私は度々、旅行を計画しまし

といつも漫才のように楽しく過ごしています。

た。介抱しながら北海道・青森・九州とあち

本当はもう少し真面目な生徒になろうと心の

こち行くことができました。また、主人は
「一

中では思っています。

生に一度でいいからいい車に乗ってみたい。
」



（傾聴

市川真弓）

と言いました。当時一番の高級車であったク
ラウンを思い切って買いました。得意そうに
その車に乗っていましたので、きっと満足し

居宅の窓から
田中京子

暑い夏が終わり、秋も深まってきました。
先日、9 月 19 日の敬老の日を前に日進市最高齢であ
る土屋威一郎様（105 歳）のご自宅に、日進市市長の訪

問があり、長寿をお祝いされました。土屋様は、昨年までは、杖や車いすでの生活でした
が、愛泉館でリハビリを一生懸命され、今年の愛泉館での夏祭りには、杖なしで笑顔で盆
踊りを踊られるほどになられ本当に感動しました。2020 年の東京オリンピックまで生き
ていたいとの事です。
私も、今年のオリンピックは、夜中にも関わらずよく観て
いました。特にパラリンピックを観ていて、与えられた能
力で夢に向かって思いっきり挑戦している姿には、とても
感動しました。
病気や障害をもった時、誰でも不安になります。でも、
そんな時、愛泉会には、包括支援センターや老人保健施設、
在宅生活を支える医療チーム、居宅介護支援事業所などが
あります。
地域の皆様と一緒に考え、悩み、少しでも夢を持って生活
ができるように支援させていただきます。
「喜ぶものとともに喜び、泣くものと一緒に泣きなさい」
聖書

笑顔で盆踊りを楽しまれる
土屋様

ローマ書 12 章 15 節
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老人保健施設愛泉館

地域交流セミナーのお知らせ
日時 :2016 年 12 月 3 日土 14:00 〜 16:00
場所 : 愛知国際病院ホスピス研修室
内容 :「やっぱり家で暮らしたい」
第1部

事例紹介

第 2 部 参加型セミナー

「骨折からの在宅復帰」

「転倒しない体づくり」

〜骨折・入院を経て愛泉館に入所され、

〜高齢者が転倒する原因は大きく分けて

自宅生活を見据えた 3 か月間のリハ

2 つあります。1 つは身体の問題、もう

ビリテーションの成果で、再び住み慣

1 つは環境の問題です。身体が原因の転

れたご自宅での生活を取り戻された方

倒は、毎日簡単な運動を続けることで予

の事例をご紹介します〜

防できますし、環境が原因の転倒は、自
宅や外出先のどこに危険な箇所があるの
かを知っているだけで、防ぐことができ
ます。そのようなご自分でできる毎日の
体操や、身近に潜んでいる転倒の危険個
所を分かりやすくお伝えし、明日からの
転倒予防に活かします〜
参加お申込み・お問合せは老人保健施設愛泉
館までお電話ください。
0561-74-1711 （担当 : 浅井）

前回のセミナーの様子

編集後記
今年は例年より雨の多い初秋だったように思います。10 月も中旬に入り、やっと抜けるよう
な秋空を見ることができました。澄みきった青空の下に黄金色の稲穂が広がる風景は本当に美
しいものです。天高く馬肥ゆる秋。巡る季節を感じていると、早くも 1 年の締めくくりの時
が近づいてきます。皆様どうぞお元気にお過ごしください。

若い人の栄えはその力、
老人の美しさはその白髪である。
旧約聖書

箴言

20 章 29 節

老人保健施設愛泉館
居宅介護支援事業所愛泉館

（浅井真希）

TEL 0561-74-1711
TEL 0561-74-1341

日進市東部地域包括支援センター TEL 0561-74-1300
有料老人ホームカナン
TEL 0561-74-8260
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