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介護予防事業・紀の川市委託事業
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前田 和俊

光栄会

新型コロナウイルスの影響により、いきいき元気塾 (なが・こかわ)は休止中となっています。

ホームページ

http://koueikai-nate.com/

安心して参 加して頂けるよう、現 在開 催 方法 を検 討 中です。 再 開の際 は、お知らせいたします 。

★in なが

★in こかわ

日時：毎月第２水曜日 13：30～

日時：毎月第３水曜日 14：00～

場所：那賀保健福祉センター２階多目的ホール

場所：粉河ふるさとセンター

20
光栄会季刊誌

対象は紀の川市在住の概ね 65 歳以上の方で、参加は無料です。
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栄寿苑 特養・ショートステイ
月1回

お誕生日会

第 4 金曜日 音楽療法
月2回

※新型コロナウイルス流行に伴い、中止しているものもあります。
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大津絵教室

月1回

書道教室

栄寿苑 デイサービス・ファミリーデイサービス

訪問理美容

白水園 特養・ショートステイ
月1回

お誕生日会

月1回

月1回

書道教室

月 2 回 訪問理美容

毎週火曜日

毎週火木曜日

粘土教室
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お誕生日会

第 4 金曜日

音楽療法
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手作りクッキング

月1回

書道教室

月2回
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栄寿の里 グループホーム
月2回

白水園 養護
わくわく体操

月2回

音楽療法

月1回
月2回

月 2 回 訪問理美容

お誕生日会
訪問販売
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令和 3 年度

Vol.120

ウォーキング

月1回

令和 3 年 4 月より、介護報酬改定が行われます。
介護保険における介護報酬は、介護保険財物や国の介護施

畑の収穫等

月2回

マナベール(脳トレ) 月 1 回 大津絵教室
2 か月に 1 回 ドライブ
2 か月に 1 回 訪問理美容

策の方向性により 3 年に一度見直しされ、平成 12 年に介護保
険制度がはじまってから、通算 11 回目の改定となります。

（スーパーネゴ

今回の改定は、新型コロナウィルス感染症や大規模災害が

ロ）

発生する中で、「感染症や災害への対応力強化」を図るととも

コラム
「最も強いものが生き残るのでもなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できるもので

に、団塊の世代の全てが 75 歳以上となる 2025 年に向けて、

ある。
」これは、ダーウィンの言葉ですが、一方で「人は間違ったことをしていても、困らなければ変わろうとしない」というのも、

「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取

確かな事実です。ほとんどの人にとって「何かが変わる」とか、
「何かを変える」というのは、一方に多少の期待を持ちながらも、そ

り組みの推進」、「介護人材の確保、介護現場の革新」、「制度

の一方には大きな不安があるため、
「できるなら今のまま」という気持ちが強いものです。変化は何もしなければ「脅威」となります

の安定性・持続可能性の確保」を図ることが示されています。

が、変化を自ら迎え撃ち、自ら変わろうとすれば大きな機会となります。成果をあげるためには、変化を「日常」として、変わり続け

認知症への対応、看取り、医療と介護の連携により住み慣

ることが何より大切ですね。
白水園

お問い合わせ先
〇栄寿苑(本部)
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
通所介護(デイサービスセンター)
認知症対応型通所介護
（ファミリーデイサービス）
居宅介護支援センター

〇栄寿の里
グループホーム

(関連施設)

春号

介護報酬改定について

音楽クラブ

紀の川歩（てくてく）体操（休止中）

週2回

やさしさとおもいやり

園長

松本敦

れた地域において必要なサービスが切れ目なく提供される取
り組みの推進、また機能訓練や口腔ケア、栄養サービスといっ

社会福祉法人光栄会
〒649-6615
和歌山県紀の川市麻生津中 1279
TEL (0736)75-6888
FAX (0736)75-6226

〇白水園
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
養護老人ホーム

〒649-6551
和歌山県紀の川市上田井 1229-1
TEL (0736)73-2210
FAX (0736)73-5050

た自立支援、重度化防止の取り組みの評価、重要な課題とし
て介護人材の確保や介護現場の革新、そして、介護保険制度
の安定性・持続が揚げられています。
介護報酬改定により、サービス提供における利用料や各

〒649-6615
和歌山県紀の川市麻生津中 1294-1
TEL (0736)75-2010
FAX (0736)75-2226

医療法人共栄会 名手病院
〒649-6631
和歌山県紀の川市名手市場 294-1
TEL (0736)75-5252 FAX (0736）75-2111

〇ひかり保育園
企業主導型保育事業

〒649-6631
和歌山県紀の川市名手市場 298-3-102
TEL (0736)67-8269

名手訪問看護ステーション

通所リハビリテーション みんなのリハ

TEL (0736)75-6222

TEL (0736)75-6266

FAX (0736)75-6267

FAX (0736)75-6267

種書類の変更があり、ご迷惑をおかけすることとなりますが、
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。

*

やさしさと

栄寿苑 特別養護老人ホーム
口腔衛生の取り組みについて
話しをするということは、人との繋がりを持つうえでと
ても大切なことです。しかし、話す機会が減ったり、機

*

おもいやり

能の低下が原因で声が出にくくなったり、言葉が聞き
取りにくくなってしまうことがあります。そこで、利用者
様の状態に応じ、個別に発声練習や早口言葉、音読
などを取り入れています。

*

通信

その結果、ご本人から話しかけてくれることが 増えまし

養護老人ホーム 白水園
那賀老人福祉組合より光栄会が平成 28 年に養護老人ホームを引継ぎ 5 年が経ちました。養護老人ホームは
自立した方をお受けする施設ですが、入所者様の高齢化も進みご自分で身の回りのことをできなくなってきた方も
多くなってきました。
そこで、光栄会ではより介護が必要になっても入所者様が安心して住み
慣れた環境の養護老人ホームで生活できるように、この 4 月より介護保険
サービス（特定施設入居者生活介護）を利用して頂けるように致しました。
皆様がより充実した生活がおくれるように職員一同頑張ります。
よろしくお願いいたします。

た。ご家族からも「とても言葉が聞き取りやすくなっ

*

家族・市町村担当の方々への説明会

た」と言って頂くことが出来ました。今後もその方に合
った関わりを続けていこうと思います。

特別養護老人ホーム 白水園

季節の行事「節分」

グループホーム栄寿の里

今回の介護報酬改定のキーワードの一つに「介護現場の革新」があります。
ICT を活用した介護現場を推進しています。

疫病退散(新型コロナウイルス感染症)の願いを込めて“鬼は外、福は

白水園では、見守りセンサーの「ネオスケア」を導入しています。

内”と豆まきを行いました。赤鬼と青鬼さんは豆が当たり「痛い、痛い」

栄寿苑も「ネオスケア」を導入しており、光栄会では ICT の活用に力を入れています。

と頭を抱えながらも、入居されている皆様方の健康を願って厄払いに奔

見守りセンサーの映像
ICT の活用は、職員の負担軽減だけでなく、利用者の皆様の安全を守る上でより重要な役割を果たしています。

走してくれました。最初皆さんびっくりされていましたが、とても楽しそう

またこの見守りセンサーの活用について介護ロボット和歌山フォーラム 2020 で介護課長代理の畑野が発表を

でした。赤鬼さん、青鬼さんお疲れさまでした。今年一年良いことがあり

行い、近畿老人福祉施設研究協議会大阪大会では介護チーフの鳴神が発表を予定しています。

ますようにとみんなで祈りました。

今後も、利用者様がより安全にすごして頂けるようにしていきます。

コロナ鬼は退散だ
栄寿苑 デイサービス
ファミリーデイサービス

～～

こっちの方かこーわいぞ

新職員
紹介
栄寿苑
林 妃菜

栄寿苑
喜福 元規

まだまだ、覚えること
がたくさんありますが、
頑張っていきたいと
思います。

いち早く皆さんと同じ
レベルの介護サービスを

コロナに負けるな
職員一同日々、皆様に楽しんで頂こうと、ソーシャルディスタン
スを取りながらレクリエーションを実施しています。
2 月に行われた誕生日会では、コロナも吹き飛ばそうと願いを
込めながら、鬼退治をしました。

介護職員

白水園
小田原

利用者様のために
笑顔で頑張ります。

提供できるよう精一杯
頑張ります。

介護職員

遥

介護福祉士

各自丸めた新聞紙を的の中へぶつけ入れたり、鬼を呼び込む
声も聞かれ、沢山笑い楽しい一時を過ごしていただけました。

栄寿苑居宅介護

栄寿苑

支援センター
小溝 伸幸

尾花

白水園

茉耶

小崎

皆さんの役に立てるよ

笑顔で頑張りますので、

福祉関係の仕事は初め
てですが、頑張って
行きます。

う精一杯頑張ります。

よろしくお願いします。

介護支援専門員

暢敏

事務職員

事務職員

