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たくさ
んの笑顔に

出会うことができました

特養の利用者様と考古博物館へドライブしました。
いつもと違った雰囲気の中、季節を感じて頂くことができました。



スケジュール

総合事業として平成30年4月より幸津川デイサービスセンター
『ゆったりデイ』をオープンしました。
1日体験利用も受付しておりますので、ご希望の方はお気軽に
お問い合わせください。

【お問い合わせ先】
　守山市幸津川町1549-3番地
　TEL.077-585-8900
　担当　多田

幸津川デイサービスセンター

“ゆったりデイ”

リハビリバイク

平行棒

足こぎペダル
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8:30頃
お迎えに伺います

▼
9:20

ゆったりデイスタート
▼

10:30頃
入浴

※希望される方のみ　　　
　　入浴代金自費500円です。

午前中の活動
(脳トレ・口腔体操・リハビリなど)

▼
12:00
昼食
▼
14:00

午後の活動
(外出・習字・おやつ作りなど)

▼
16:30
終了

ご自宅までお送りします

ご自分で血圧測定をされます。
また、歩数計をつけていただき

日々の様子を記録して頂きます。

頑張ってます。

< リハビリの風景 >



　平成30年11月13日（火）、デイサービス・ケアハウス・グループホームの3部署の交流を目的に、
ゆいの里に新しく増設されたグラウンドゴルフ場で、グラウンドゴルフ大会を行いました。
　それぞれの部署から、利用者様同士がチームを組み、和気あいあいと親睦を深めながら、楽し
く競技されました。
　何度かホールインワンが出たりと、会場のあちらこちらから歓声が聞こえ、終始盛り上がりを
みせました。

　守山音楽連盟とゆいの里のコラボ企画第三弾
0歳〜100歳コンサートが、平成30年11月17
日（土）、ゆいの里地域交流ホームにて開催さ
れました。
　絆音kidsのかわいい歌声、そしてティンカー
ベルのハンドベル、トーンチャイムのとてもや
さしい楽器の音色に癒やされました。
　「来年も楽しみにしています！」と、多世代
120名の皆様が音楽を楽しまれた素敵な秋の一
日でした。

3部署交流 グラウンドゴルフ大会

第3回 ゆいの里0歳〜100歳コンサート開催
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　平成27年から毎月第1土曜日に中野自治会で開催され
ている「中野だれでも広場」に参加させていただいてい
ます。
　百歳体操や脳トレをされた後、ゆいの里職員が杖やシ
ルバーカーの使い方や介護保険の説明などする機会を頂
いております。参加される皆さんも熱心で、色々な質問
が出てきて、職員も一緒に学ばせて頂いています。
　ゆいの里ではこのように自治会のサロンなどにも積極的に講師派遣を行っております。
　転倒予防や感染症、福祉用具の選び方や介護保険などの制度説明などご希望に沿った内容で職
員を派遣いたします。ご興味ある自治会、民生委員・福祉協力委員の方はゆいの里までお問い合
わせお願いします。　※講師派遣についてはゆいの里ホームページにも掲載されています。

■ 問い合せ先：ゆいの里　TEL.077-585-4533㈹　　■ 担当：横山、白井

「中野だれでも広場」におじゃましています♪

　皆様『ケアマネジャー』ってご存知ですか？
　ケアマネジャーは介護の相談や介護保険に関係する書類作
成、サービスの調整などをしております。介護は突然やって
来ることもあります。「〜備えあれば憂いなし〜」
　ゆいの里の居宅介護支援事務所には看護師、社会福祉士、
介護福祉士等の基礎資格を持ったケアマネジャーが6名在籍
しております。介護、看護等でお困りの時はお気軽にお声掛
けください。
　私達ゆいの里のケアマネジャーは、皆様が住み慣れた地域
で自分らしく過ごしていただけるように、お手伝いさせてい
ただきたいと思っています。

介護相談お任せください

介護の事なら≪ゆいの里ケアマネジャー≫にご相談ください。
■ 問い合せ先：ゆいの里 守山居宅介護支援事業所
　 　　　　　　TEL：077-584-2156
■ 管　理　者：大西
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慈惠会ゆいの里では福祉サービス苦情解決に関する規定を定めています。
■目的

①苦情への適切な対応により、ご利用者、ご家族の満足度を高め、適切にサービスを提供する。
②苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し円滑・円満に解決し、信頼や適正化を進める。
■苦情解決の方法

①苦情解決責任者の設置（園長、施設長、管理者）、苦情受付担当者（サービスごとに担当者の設置）、第三者委員（法人が
任命した2名の委員）を設置している。

②法人職員は苦情として出して頂いたことは勿論ですが、何気ない会話の中から利用者、ご家族の思いをくみ取り、苦情
受付書に状況や要望を記入し、担当者をはじめ苦情解決責任者と共に迅速で円滑・円満な解決を図るよう努める。

③施設内、事業所内で解決するだけでなく、社会性や客観性に基づいた解決が必要である場合は、第三者委員による解決
案の調整、助言を頂いている。

■今年度頂いた苦情を紹介します。
　①職員の態度について
　　内　　容　「職員から、朝も帰りも挨拶がない。廊下ですれ違っても知らん顔している」というご意見を頂いた。
　　解決方法　当事者には、態度を改め利用者様に気持ち良く過ごして頂けるような対応を心がけるように指導した。
　②運転の仕方について
　　内　　容　「市内を直進走行中に、右折してきた『ゆいの里』の車に当たりそうになった。高齢者を乗せているのに、運

転の仕方が悪い」という連絡を頂いた。
　　解決方法　当事者には、「ゆいの里」の看板を背負い走行している意識を持ち、安全運転を心がけるように指導した。また、

その日の夕礼で全職員に伝えた。
　ご利用者、ご家族と法人は常によい関係でありたいと願っています。施設内には『ご意見箱』を設置しています。ご意見
をお寄せ下さい。

苦情解決の体制について

　平成30年10月24日（水）、第６回目となる 
『ゆい福祉基金 グラウンドゴルフ大会』が開催
されました。
　昨夜までの雨も上がり、青空も少しずつ出
てきました。地域の方々・法人施設利用者・
職員の交流と、利用者様の自立支援を目的と
して企画実行しています。
　当日は、110名というたくさんの方が参加さ
れ、楽しいひと時を過ごすことができました。

　参加された皆様、ありがとうございました。これからも、ゆいの里は地域の皆様に支えられ、
地域との繋がりを大切にしていきたいと考えています。

ゆい福祉基金 グラウンドゴルフ大会開催
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〒524-0103  滋賀県守山市洲本町１番地

　 T E L.077-585-4533
　FAX.077-585-5675

※写真の掲載許可はいただいております。

◆特別養護老人ホームゆいの里
◆ショートステイゆいの里
◆グループホームゆい
◆ゆいの里守山デイサービスセンター

◆ゆいの里幸津川デイサービスセンター
◆ゆいの里訪問介護ステーション
◆ゆいの里守山居宅介護支援事業所
◆ケアハウスゆい

◆守山市受託事業
◆守山市北部地区地域包括支援センター
◆守山市南部地区地域包括支援センター

社会福祉法人慈惠会  ゆいの里
● 代表  E-mail  office@yuinosato.or.jp
● ホームページ  http://www.yuinosato.or.jp/
● フェイスブック  https://www.facebook.com/jieikai/
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　今年度は、地域の方と一緒に行った行事や活動、法人内の利用者の交流等、幅広
く活動内容を紹介致しました。
　文字の大きさや写真を工夫し、どなたにも見て分かりやすく楽しい広報誌を目指しました。
これからも、地域との繋がり、結び合いを大切にしていきたいと思います。

編 後 記集

中江　匡臣　　島原　博文　　木谷由紀子

滋賀県社会福祉協議会会長表彰
（社会福祉関係功労者）

細川由香子　　下村　征嗣
平野　智之　　齊藤亜希子

守山市社会福祉協議会会長表彰
（社会福祉事業功労者）

本間　直史

湖南防火保安協会支部優良従業員表彰

25年　本條　由美 中江　匡臣
20年　田中　義規　　田川ひとみ
15年　堀江美紀子　　　　　　　

法人勤続表彰

20年　田中　義規　　田川ひとみ
河村　淳子 　　　

県民間社会福祉事業職員共済会永年勤続表彰

表 彰 者 紹 介
　当法人役員・職員で主な表彰受賞者をご紹
介します。

おいしいね

エッグスラット 【マッシュポテトと半熟卵のグラタン風】

【作り方】
1	じゃがいもは濡れたキッチンペーパーに包み、ラップをし
てレンジで5分程度加熱して皮をむいておく。

2	耐熱ボウルにじゃがいもとバター、牛乳を入れる。
　　※じゃがいもがまだ固ければここでまたレンジにかける。

3	マッシャーなどで潰してよく混ぜる。
4	耐熱容器の容器に半分くらい潰したポテトを入れる。
5	スライスチーズをちぎって載せる。
6	上から卵を割り入れる。
7	水をはった鍋に入れて火にかけ、沸騰したら蓋をして、中
火で8分程度湯煎する。

　　※なべ底にフキンやキッチンペーパーを敷くと安定します。

8	白くなったら火を止める。
　　※卵の硬さはお好みで調整してください。
　　※レンジでも出来ます。その時は、卵黄にフォークなどを刺して穴をあ

け、ふんわりとラップをかけて、600wで1分20秒くらい加熱してくだ
さい。卵黄に穴を開けないと卵が爆発しますので注意してください。

フェイスブックホームページ

【材　料】
●じゃがいも……400g
●牛乳………… 150ml
●バター………… 20g
●塩……… 小さじ1/4
●こしょう……… 少々
●スライスチーズ 4枚分
　※とろけるタイプ、
　　ピザチーズでも可
●卵…………………4個

　チーズの変わりにミートソースやカレー、市販
のタルタルソースを入れるなどアレンジはいろい
ろ出来ます。じゃが芋の皮をむく時、なべから出
す時はやけどに注意してください。半熟卵は消化
にもいいですよ。噛んだり飲み込んだりする力が落
ちてきた方にも食べやすい1品です!	!

　【男性専科】として、男性が参加しやすい！
参加したくなる！をモットーにカフェをオー
プンしましたが、女性も参加OKです！
　11月 は「 コ ー ヒ ー の 入 れ 方 教
室」、12月は「卓球」を行いました。
卓球では思いっきり身体を動かし

「超楽しかった！」と大好評でした。
　4月からも予定しております。

■ 問い合せ先：☎077-585-4533
■ 担　　　当：白井

参加者
募集中

ほっこりカフェ開催中
PART2 始めました!!




