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２０１4年度 活動報告書 

 

Ⅰ.高槻の高齢社会をよくする会 

[運営委員会］  

 毎月第 3土曜日午前に開催しました。理事会の方針に基づいて、17名の委員により年

間の諸行事を企画し、実施しました。お便りの編集・発送もしました。 

 

［総会・理事会］ 

5月 31日(土)つどいの家「はむろ」で総会開催。42名出席(委任状 125名)。 

 出席者が増えて活気ある総会になりました。総会後は「チョコホットさん」による 

マンドリン演奏を楽しみ、おいしいパンとコーヒーとおしゃべりで盛り上がりまし 

た。  理事会は 2回開催しました。 

 

［井戸端会］ 

 塚原ブロック 塚原集会所 毎月第 2火曜日 13:30～15:30 担当 吉田和子 

    色々な手芸をしながらおしゃべりを楽しんでいます。参加者約 10名 

 南平台ブロック 南平台集会所 毎月第 3金曜日 13:30～15:30 担当 山本洋子 

    ウエス(使い捨て雑巾)作りや新聞記事からの話題を出し合っておしゃべりし、 

ウクレレ伴奏で歌を楽しんでいます。参加者 7～10名。 

 

［行事報告 原則第３土曜日午後］ 

  今年度より、毎月第３土曜日の運営委員会に続いて、会員の交流をより深めるた 

めに午後に行事を企画しました。  

場所 : つどいの家「はむろ」 時間 13:30～15:30 

 ・7月 19日 「足心道を学ぶ」講師 坂本雅子さん他５名 

好評につき二度目の実施、4グループに分かれて指導者の下に足心道

を学び、参加者全員が体をほぐしてもらって気持ちよくなりました。 

参加者 25名 

・11 月 15 日 クリスマスリース作り  つどいの家「はむろ」スタッフ指導 

          参加者 28 名 それぞれ個性的なリースができて皆さん満足顔でした。 

・11月 29日 よくする会祭り「ピアノ演奏とランチバイキング」参加者 49名   

       中野博誉さんのショパンの曲などやさしい演奏とおいしい軽食に交

流が弾みました。手作り市も完売しありがとうございました。 

・1月 17日  ハンドベル演奏会「山崎幼稚園ハンドベルクワイヤー」 

「麦の唄、サザエさん、黒田節」など清らかで澄んだ音色、演奏方法

の説明、体験演奏と演奏者も参加者も盛り上がった楽しいひと時で

した。 参加者 35名   
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・4月 18日 講演会「賢い患者になりましょう」 参加者 73名 

 

［ありんこの会］ 

  有償ボランティアを始めて 3年になりました。ボランティア登録会員さんは男女 

合わせて二十数名になりました。世話役は(山本洋子、中越洋子、中越優、吉田和 

子、吉原暁子)の 5名で仕事を分担して行っています。慣れないことが多くて最初 

は困ったことが色々ありましたが、最近はスムーズに仕事ができるようになってき 

ました。利用依頼の件数も毎年増えてきました。簡単な大工仕事や力仕事は好評で 

す。一度依頼して良かったと思われた人はその後何度も依頼されます。 

 実施件数は、平成 24年度 10件・25年度 17件・26年度 36件(27年 3月現在)に 

なりました。今後も増えていくと思います。世話役の仕事も大変になりますので、 

新しく手伝ってくださる方があれば幸いです。会員同士の助け合いの仕事で、無理 

な仕事ではありません。 

利用したいと考えておられる方は是非「はむろ」にご連絡ください。 

 

［NPO協働フェスタ］ 

10月 18日 たかつき NPO協働フェスタに参加しました(生涯学習センター)。 

デイサービスの利用者さんが作成した「ちぎり絵の花火」6作品を飾り、参加者には真

ん中の木の絵に「夢・希望・楽しいこと」を星形の紙に書いて貼ってもらいました。

クイズラリーに参加していたので小さい子供から老年の方まで 113 名の方が書いてく

れました。沢山の NPO 団体が出店していて交流もできました。運営委員他 11 名参加。 

  

[福祉ステーション「えにし庵」への支援] 

塚原６丁目の「えにし庵」の庵主はよくする会初代代表の辻光文さんです。週 2回（火、 

金）のコミュニティカフェをはじめ、コンサート、講演会、食事会、ＰＣ講座など地域 

の居場所作りを始めています。「よくする会」の会員も運営委員やボランティアで沢山 

参加しています。男性の利用者が多くなり、地域の男性の居場所づくりに一役買ってい 

るようです。 

 

［認知症を理解し地域で支える会への支援］ 

 事務局を引き受けており、毎月第 2土曜日の定例会と毎月第４火曜日の専門委員会 

に参加しました。大和証券福祉財団の助成金を頂き、認知症介護家族のための情報交 

流・相談会に 3回、医療・介護関係者のための研修「高齢者ケアから見た医療と介護 

の連携の在り方」に 1回、企画や実施に参加しました。 

 

［よくする会だより］ 担当 松井史枝他  第 49号～第 52号を発行して皆様に 

お届けしました。 
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［ホームページ］  

 ホームページアドレスが(http://www.hamuro.org)に変わりました。  

 

Yahooなどネットで、「つどいの家はむろ」」や「高槻の高齢社会をよくする会」で入 

力すると、トップに出てきます。 

 

［2014年度 ご寄付者名(敬称略)］ 

 石井幸栄、河上美代、金子スエノ、芝野イツ子、長説子、中川大、中村浪子、馬場敏子、 

広瀬和子、細川公子、前田吟子、松井史枝、松浦絢子、三木和巳、宮本孝、山田ます江、 

和田泉、えにし庵、佐藤あさ子 

その他匿名の方、何度も寄付された方、募金箱への寄付。物品の寄付を頂きま 

した。また、多くの労力や時間など、大勢の方々の寄付行為により、「高槻の高齢社 

会をよくする会」の活動が支えられていることを、心より感謝申し上げます。 

 

 

２.つどいの家「はむろ」 

 

［ボランティア］ 担当 丸山けい子他 1名  

 個人登録(月～金曜日のデイサービスでのお手伝い)の皆様 14 名が年間延べ 677 人 

団体登録（演芸・歌・演奏・踊りなど）の皆様 18 組が年間延べ 98 回と、沢山の 

方が来て下さいました。 

ボランティアさんに支えられて、デイサービスの雰囲気に活気とゆとりができ、スタ 

ッフも力を得てプログラムを充実させ、より良いサービスにつながっています。ありが 

とうございました。心よりお礼申し上げます。 

ボランティア交流会は、9 月にゴルゴ松本さんの「少年院での魂の授業」の DVD を見

て皆で歓談しました。 

※月曜日と木曜日のボランティアを募集しています。一度見学においで下さい。 

お待ちしております。 

 

［街かどデイハウス］ 定員 1日 8名 担当 松井史枝他 2名 

昨年度は高槻市の指導要綱やシステムが大きく変わり、それに対応していくため事務

処理に振り回された 1 年でした。利用者さんたちは街かど独自で行うプログラム(手芸、

お菓子作りなど)を積極的に楽しんで頂けたことが大きな喜びです。 

介護保険の改定とともに街かどのありかたもここ 2～3 年で変化していくことと思い

ますが、より一層楽しく元気に過ごして頂けるようスタッフ一同頑張っていきたいと思

います。 

 

 

http://www.hamuro.org/
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［通所介護(デイサービス)］ 定員 1日 16名  担当 山本美子他 7名 

昨年度も大きな事故なく無事に過ごせました事を喜んでいます。 

朝の 30 分の体操をしっかり続けているからでしょうか、皆さん、息も上がらず 

楽しそうにしておられます。 

元気で暮らせるのも毎日の継続の結果ではないでしょうか。「明るく、楽しく、生き

生きと」とからだも心も元気を維持して頂けるよう、スタッフはミーティングを繰り返

し、よりよいプログラム作り、よりよい介護が出来るよう努力しています。 

  利用者の方も重度化される方が増え、難しい介護が必要となっていますが、スタッ

フも十分に力をつけていると思います。 

   共同作品では只今、四季の風景の大作に取り掛かっています。指先の細かい作業に 

挑戦してもらっています。この夏の完成を目指して着々と進んでいます。出来上がり

ましたら、是非見て頂きたく思います。 

 

［訪問介護(ヘルパー派遣)］ 担当 黒栁秀子他 11名  

２０１４年度の訪問介護は、戦力強化と利用者へのサービスの充実をはかるためにサ

ービス提供責任者のほかに、常勤１人、さらに非常勤１人を増やしました。ヘルパーミ

ーティングの重要性を考え、時にはケアマネにも参加してもらい、ヘルパーとケアマネ

の連携の大切さについて話をしてもらい、アドバイスもいただきました。研修について

は月ごとの研修に加え、今年は全体研修で救急救命講習にヘルパー全員が参加しまし

た。日頃、「もし、サービスに入ったとき、利用者さんが倒れていたらどうしよう」と

いう不安が参加後には「実際やってみて自信が少しついた。」と言う声がきかれまし

た。今年もヘルパー同士の親睦を深めるために、女子会なるものを開き、気軽に何でも

話し合える場になっています。２０１５年も２０１４年の積み重ねを基にして、がんば

っていこうと思っています。 

 

［たすきの会］ 担当 黒栁秀子他 8 名 

 介護保険の枠を超える介護や通院介助などのヘルパーサービスを行っています。 

12 名の利用者さんが月に平均 60 件と少し増えています。 

 

［居宅介護支援(ケアプランセンター)］ 担当 川島秀子他 3名 

今年度は新しいスタッフが 1 人増え、利用者の依頼も順調にありました。平成 27 年 3 

月には新規利用の依頼が 9 件もあり、6 月にデイサービスよりケアマネに移動予定の 1 

名が急きょ 4 月に入ることになり、若い戦力が増えて期待できるところです。 

 

[新車両購入・ご寄付の経過] 

 よくする会だより 52号で新車購入のための寄付をお願いしましたが、3月末現在で 30

万円を超える多額のご寄付を頂きその後も続いています。早速好評のセレナを購入しま

した。「はむろ」利用者の送迎だけでなく、よくする会の行事参加者の送迎にも活躍しま
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す。ご寄付頂いた一人の方の添え文を紹介いたします。 

「日差しは日に日に明るくなり、桜の蕾も膨らみ始めましたが、余寒厳しい毎日です。

私は「はむろ」の近くに住んでいますが、嵐の日など車での送迎助かっています。暖かい

心づかいで新車購入していただきスタッフ様と共に安心して気持よく乗車させていただ

きます。皆様の色々なプランにより一月は初詣、春には桜見物、五月は芥川での鯉のぼ

り、秋には紅葉・・・この年になりますと一人での遠くの外出は中々実現できず、次回か

らの新車での見学楽しみです。僅かですが私の気持ちとして喜んで寄付させていただき

ます。  三月吉日。」 

[新車購入ご寄付者名(敬称略)] 

松浦絢子、久下勝章、城月重美、和田泉、佐藤あさ子、小西良子、中村浪子、斎藤カヨ、 

副島康子、雨森恂子、長アヤ子、福井弘子、三波和子、浅野美和子、石井幸栄、吉田静

子、岩田久枝、小川早苗、河上美代、松本勝利、芝野イツ子、金子スエノ、前田か代子、 

松本靖子、前田吟子、大沢正子、山本洋子、直田文子、井口美知、藤本茂子、竹永正智

子、氏原ハツエ、島田久江、匿名希望以上、心より感謝と共にご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［スタッフ会議］ 

  管理者ミーティング  毎月第 3木曜日 

  スタッフミーティング 毎月第 2・4 金曜日 デイサービス及び街かどデイハウス、

居宅介護支援と事務のスタッフ、訪問介護の常勤者が参加。

情報交換や研修を行い、最終意思決定機関となっている。 

  ヘルパーミーティング 毎月末木曜日。ケースカンファレンスや研修を随時実施。 

  通所ミーティング   毎月第１月曜日 

  ケアマネ会議     毎月第 1火曜日 

  ナースミーティング  毎月第 3火曜日 

  メニュー会議     「いきいき会」と年 3回昼食メニューの検討 

 

 その他、プログラムミーティング、訪問ケースカンファレンス、送迎ミーティング、

防災訓練などを随時行った。 


