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社会保険制度～介護保険のしくみ～
事

務

長

大

山

英

之

2,000 円札の発行、イチロー選手が野手と

域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組

して初の大リーガー、ＩＴ革命などが話題と

みを進めるとされました。愛知国際病院でも

なった 2000 年の４月に社会保険制度として

今年の４月より地域医療連携室が開設され、

介護保険がスタートしました。40 歳以上の

地域のみなさまが、より良い医療サービスが

国民全員が加入し、介護サービスを受けるこ

受けられ、安心して療養生活が送れるように

とができる制度です。

努めています。また来年の１月には住宅型有

社会保障制度には、年金制度や医療制度が

料老人ホームが開設予定となっています。

ありますが、これらが「現金給付」という点

介護認定者数は厚生労働省の予想をはる

に対して、介護制度は、要介護認定を受けた

かに上回る速さで増え続け、団塊世代といわ

利用者が所得に関わらず１割の利用料を支払

れる人たちが、今後 65 歳以上の高齢期に入

うことで介護サービスそのものが給付される

っていくなか、介護給付費は増大していくと

「現物給付」となっている点が他の制度との

言われています。2015 年度に予定されてい
る介護保険法改正の内容は、医療・介護一体

大きな違いです。
介護保険は、65歳以上の人（第１号被保険

改革に向けた制度改革の第一歩として、
「医

者）と、40歳から 64歳までの人（第２号被

療から介護へ」
「施

保険者）の２つに大別されます。65歳以上

設から在宅へ」の方

の第１号被保険者は、原因を問わず要支援・

向を踏まえた改革の

要介護状態になったときに介護保険のサービ

ようです。また、前

スを利用することができますが、40歳から

述の５つの構成要素

64歳の第２号被保険者は、特定疾病といわ

に 加 え、
「 自 助（ 自

れる、末期がんや関節リウマチ等の老化によ

分のことは自分です

る病気が原因で要支援・要介護状態になった

る ）・ 互 助（ 地 域 活

場合に限り、介護サービスを受けられます。

動 ）・ 共 助（ 社 会 保

厚生労働省の 2011 年介護保険法改正の概

険制度・介護保険サ

要では、高齢者が住み慣れた地域で自立した

ー ビ ス ）・ 公 助（ 一

生活を営めるよう、社会保障の５つの構成要

般 的 な 福 祉 事 業 ）」

素である「医療・介護・予防・住まい・生活

で支える「地域包括

支援サービス」が切れ目なく提供される「地

ケアシステム」の本
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家族の気持ちに寄り添いながら、介護保険制

格的なスタートでもあると思われます。
地域包括ケアシステムを実現させるために
は、自分でできることは自分で行うことが大

度の変化に的確に対応できる体制を整えてい
きたいと思います。

切ですが、
地域やボランティア活動による
「互
助」がとても重要な役割を持っています。
愛泉館はたくさんのボランティアのみなさ
んに支えられています。これからもスタッフ
とボランティアのみなさんが車の両輪とな
り、ゲストのみなさまの生活を支えていける
よう努めていきたいと思います。ゲスト、ご

こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです！
高齢者の皆さんが住みなれた地域で安心した生活ができるように、介護保険サービス
以外にも 65 歳以上の高齢者を対象とした生活支援サービスがあります。今回は日進市
の高齢者福祉サービスをいくつかご紹介をさせていただきます。
＊配食サービス：夕食をお届けし、安否確認を行います。
＊エコサポート：家庭から出るごみや資源ごみを所定の場所まで出すことが困難な高
齢者に代わって、ごみ出しをサポートします。
＊緊急通報システム装置の取り付け：急病や事故など緊急の場合に、消防署に直接連
絡することができる装置と発信機を貸し出し、近隣の協力員と共に緊急時の見守り
体制を作ります。
上記のサービス以外にも生活支援のためのサービスがあります。また、各サービスには
ご利用に当たっての対象者の要件が定められていますので、詳細はお住まいの地区にあ
ります地域包括支援センターまでお問い合わせください。
日進市東部地域包括支援センター

TEL：0561―74―1300

担当地区：藤枝、米野木、三本木、藤島、北新、五色園、栄 (3 ～ 5 丁目 )
日進市中部地域包括支援センター

TEL：0561―73―4890

担当地区：蟹 甲、折戸、栄 (1･2 丁目 )、本郷、岩崎、岩藤、南ヶ丘、東山、藤塚
竹の山
日進市西部地域包括支援センター

TEL：052―806―2637

担当地区：赤池、赤池南、浅田、浅田平子、梅森、梅森台、野方、香久山、岩崎台
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こんにちは！コムジカです！
コムジカ
私たち「コムジカ」は歌のボランティア
グループです。

並

河

芳

彦

気持ちが落ち込んでいた時に偶然この歌が
聞こえてきて、元気が出たことを思い出しま

愛泉館では毎月、ゲストのみなさんの誕
生日会が開かれていますが、私たちは年に

した」と伺ったこと…など、さまざまに思い
出されます。

３回ほど、誕生日会にお伺いし、みなさん

15 年の月日は流れても、当初より変わら

のよくご存知である懐かしい歌や楽しい歌

ず感じていますのは、愛泉館は実にアット

を聴いていただいています。

ホームな雰囲気であるということです。これ

私たちは歌の専門家ではありませんが、ゲ

はスタッフの方々が常に努力なさっている

ストのみなさんに楽しく心地よく聴いてい

からこそだと思いますが、そのおかげで私た

ただけるよう心掛け、日頃から勉強し、み

ちも愛泉館で歌えることをいつも楽しみに

なさんの顔を思い浮かべながら練習してい

しております。
時代とともに医療や介護の技術的進歩や、

ます。
私たちがみなさんと顔馴染みになって、か

スタッフの方々の顔触れが徐々に変わって

れこれ 15 年近くになるでしょうか。お伺い

いく中で、「高齢者福祉は、日進の愛泉館に

し始めた当初は、通所棟はまだ無く、今の

あり」と愛泉館への信頼・希望が増すことを

入所棟の食堂で歌っていました。当時を思

祈念しつつ、私たちもゲストのみなさんに更

い起こすと名誉施設長でした故川原暁子（さ

に喜んでいただけるよう、ボランティア活動

とこ）先生がお誕生日を迎えるゲストひと

を続けていく所存です。

りひとりにお祝いの色紙を手渡されていた
こと…川原啓美先生からは、『南国
土佐を後にして』を歌った折、「む
かし留学のため渡航する船の中で、

南国土佐を後にして
我は海の子
ブンガワン・ソロ
山小舎の灯
ローレライ
夏の思い出

ら

月がとっても青いか
長崎の鐘
さとうきび畑
野ばら
銀座カンカン娘
川の流れのように

コムジカの皆さんによる 7 月誕生日
会のプログラムです♪
誰もが懐かしく自然に口ずさめる歌
ばかりですね。
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愛泉館の夏

8 月 3 日（日）夏祭り
毎年、夏が近づく
につれてゲストの皆
さまが一番楽しみに

不安定な天候が続いた今年

されるのが夏祭りで

恒例の夏祭りや夏休み中

す。今年は準備の時

る喫茶店やコンサート

から天候に悩まされ、

皆さまはお元気に夏

当日の予報も本番が

を楽しま

近づくにつれてだん
だん悪い予報に変わ
っていきました。無事、開催できるのか…スタッフだけでなくゲストの皆さまも天
気予報を見ながら心配していましたが、当日は通り雨にも遭わず予定通りにプログラム
を行うことができました。毎年、多くのご家族にご参加いただき、またボランティアの
皆さまの協力で盛大に開催できることを改めて感謝します。愛泉館の歴史とたくさんの
絆を感じることのできた今年の夏祭りでした。

8 月 4 日（月）・5 日（火）夏休み子ども喫茶
今年も小学生ボランティアの皆さんによる喫茶店が開店しま
した。かわいいエプロン姿の小さな店員さんは、ゲストの耳元
で一生懸命に注文を聞き、
丁寧にコーヒーや紅茶を
炒れてくれました。
感想

（小学 2 年生）

月曜日と火曜日、 きっさて
んで、 いろいろな人とお話をしました。 きんちょうしたけど
たのしくお話ができました。 あと、 ゲストのみなさんが 「こ
のコーヒーおいしいですね」 と言ってくれました。 その時
がとてもうれしかったです。

8 月 5 日（火）絵手紙
8 月の絵手紙は盛夏らしく大輪のひまわりを題材
に行いました。ゲスト
の皆さまはテーブルの
上に見事に咲くひまわ
りをじっくり眺めなが
ら、気持ちを込めて描
かれました。
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夏 ～ 2014 ～

8 月 14 日（木）流しそうめん

年の夏でしたが、愛泉館では、

中の小中学生ボランティアによ

まれました。

れてくるそうめんやプチトマトをお
箸片手に待ち構え、とても器用にす
くいあげながら、美味しそうに召し

トなどが開催され、ゲストの

夏ならではのプログラム

切りたての青々しい竹筒より流

上がられました。時には手に持った器
が山盛りになっていても食べることを忘
れ、流れてくるそうめんを夢中になりなが

らすくい続け、スタッフに声を掛けられてい
るゲストもみえました。大きな鍋に 30 人分ほど
準備したそうめんもあっという間になくなりました。

8 月 19 日（火）折り紙
なんとも涼しげな金魚のモビールを作成しました。窓辺で風に揺れる金魚たちは、まるで金
魚鉢の中をすいすいと泳いでいるようで、とても素敵な作品ができました。

8 月 22 日（金）サマーコンサート
日進市北山の不破由美子ピアノ教室の皆さん
によるピアノ発表会が行われました。かわいい
ピアニストの皆さんが、緊張しながらも日頃の
練習の成果を発表してくださり、合奏や合唱も
披露してくださいました。

7 月 31 日（木）・8 月 1 日（金）
8 月 21 日（木）・22 日（金）
日進市教育委員会初任者研修（社会奉仕体験活動）
日進市内の小中学校にこの春勤務さ
れた 1 年目の教員の方々の研修が愛泉
館で行われました。普段とは違う慣れ
ない環境の中ではありましたが、明る
く積極的に研修を受けられている姿が
印象的でした。みなさん立派な先生へ
と成長されることを期待しています。
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老人保健施設愛泉館「私たちのまちの医療と介護」講演相談会

とき

無料
参加費 約
要予

住み慣れたこのまちで

安心して暮らすために

11 月 22 日（土）13：30 ～ 15：30

ところ 愛知国際病院ホスピス棟研修室

地域包括ケアシステムという言葉をご存知ですか？住み慣れた地域の中で医療・保健・介護
の連携を図り、地域の助け合いを大切にして誰もが安心して暮らしていけるしくみです。
私たち愛知国際病院・老人保健施設愛泉館のチームケアが地域の皆さまの暮らしの中でその
担い手としてどのような働きができるのかを分かりやすくお話し、介護についての日頃の悩み
や将来の不安に専門のスタッフがお答えします。
プログラム

13:00 開場
13:30 開演・挨拶
13:40 講演「私たちのまちの医療と介護」
～住み慣れたこのまちで

安心して暮らすために～

医療法人財団愛泉会理事長
老人保健施設愛泉館施設長

14:40

井手

宏

休憩

14:50 介護相談会（看 護・介護・リハビリの各部門、老健支援相談員・
居宅介護支援事業所・日進市東部地域包括支援セン
ターの職員がご相談に応じます）
15:20 おわりの挨拶
申し込み

電話・ＦＡＸ・愛泉館事務所窓口にて
受付時間 月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00
電 話
FAX

0561 ‐ 74 ‐ 1711
0561 ‐ 74 ‐ 2971

担当：浅井

編集後記
何世代もの家族がひとつ屋根の下で暮らし、祖父母や曾祖父母の老いや死を若い家族で担って
きた時代から半世紀。国が定めた制度の下で社会全体が地域の高齢者を支えていく時代になりま
した。それでもやはり、
「制度」が人を介護するわけではなく、人を介護するのは、いつの時代も「人」
なのです。
新しく変わる制度や法の下で地域の信頼をいただける運営を行いながら、家庭的な雰囲気と家
族のような温かさを持ち備える愛泉館でありたい…そのためには視野を広め大海を知ることと、
自身の足元を見つめることの大切さを思います。
一日一日と秋が進んでいきます。皆さまどうぞ良い時をお過ごしください。
（浅井真希）
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
TEL 0561-74-1711
居宅介護支援事業所愛泉館
TEL 0561-74-1341
日進市東部地域包括支援センター TEL 0561-74-1300
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