
                               

  

    
 

 

「お寺のデイサービスに行きたい。早く皆に会いたい！」 
NPO 法人つどい場みち 
理事長  浦田 美智子 

木枯らしがふき、落ち葉の舞う季節となりました。デイサービスの機能訓練室からは四季折々の風景が広

がり、脳リハビリの一つ、バナナ体操では詩情溢れることばが行き交う日々です。最近は窓からの陽だま

りが人気で、昼食後はお日様を背にウトウト。「ええ気持ちですなあ!!」と本当に気持ちよさそうです。外

がどんなに寒くてもここはとっても明るくあったかい格別の空間です!!! 
さて「みち通信」前号は暑い最中でしたから数ヶ月を経てしまいました。この間のビッグニュース・ホッ

トニュースを少しご紹介させていただきます。まずは９月。新しい職員として、高橋一平さんを迎えまし

た。気は優しくて力持ち。今どきこんな青年がいるのかなと思うくらい良く気がつき良く動く前向き思考

の２５歳の青年です。職場がぐんと若く元気になりました。どうぞよろしくお願いします。 
１０月は何といっても遠足。今年は皆さんからのご希望でちょっと豪華に「ランチクルージング」に出か

けました。前日までの天気予報を覆し晴れ間の広がる好天気に恵まれる中、メリケン波止場からルミナス

Ⅱに乗船し、気分は最高!! ステーキコースとお魚コースを選び「美味しいわー!!」と解禁のビールやワイ

ンで乾杯! 「良かったねー、また来たいねー」とささやかな船旅を満喫しました。お日様に光る波がとて

もきれいでした。 
そして１１月は黄昏童謡コンサート。春のコンサートでおなじみとなった ギタリスト わたなべゆうさ

んが来演してくださいました。夕日があたりを照らすなか、ふるさとや赤とんぼを始め、親しみのある童

謡・唱歌をギターにのせて一緒に歌いとてもすてきなひとときを過ごしました。皆さんからの感想は「大

満足! 最高!!」でした。 
そして最後。このところ入院される方が相次ぎとても寂しい中、こんな嬉しいはことがありました。M さ

んです。退院を間近にした M さんのご家族は医師から今後の生活を支える上で 3 ヶ月程度の老人保健施設

への入所を勧められました。それを M さんに伝えたところ、「絶対に行かへん!!!」と立腹され、「お寺のデ

イサービスに行きたい。あそこやったら泊まってもいい。早く皆に会いたい!!」と仰ったのだそうです。

ご家族や病院とも相談の上、日中は毎日デイを利用されることになりました。M さんの信頼にお応えした

いとあらためて心を引締めた私共です。そして昨日、久々に M さんをお迎えしたところ、利用者の皆さん

から期せずして「お帰りなさーい!!」の声が飛び交い、M さんニッコリ!「ここは天国やわー!!」・・・・。

最高に嬉しい瞬間でした。 
利用者やご家族の皆さまを始め地域の皆さまのセーフテイネットとしての役割を果たせるデイサービスで

あるために、これからも全職員が心を合わせ歩を進めて参ります。 
どうぞこれからも一層のご支援、ご協力を賜りますようによろしくお願いいたします。 
 
 

《年末年始の休業予定》 

デイサービス、居宅介護支援事業所とも、12/29（日）～ 1/4（土）は休業いたします。 

ご不便をお掛けいたしますが、ご理解たまわりますよう宜しくお願い申し上げます。 

※ 1/4（土）より事務のみ開始いたします。   川西事業所についても同様となります。    
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♪♪♪   あああっっっととといいいううう間間間ににに４４４かかか月月月ががが経経経ちちちままましししたたた！！！みみみちちちののの様様様子子子をををおおお知知知らららせせせしししままますすす   ♪♪♪   
先先先ずずずははは、、、おおお誕誕誕生生生日日日会会会！！！みみみなななさささんんん、、、ままますすすままますすす元元元気気気ににに過過過ごごごしししままましししょょょうううねねね♪♪♪    

                            
８８月月は、左から坂田さん、 

                           まだまだ若いもんには負けられない 
とパワフルです！我々も頑張らねば！ 
瀬古さん、気配りの素敵な人。いつも 
お手伝いありがとうございます！ 
楠滝さん、優しくって心のとっても 
きれいな方です！ 

   
   
９９月月は、竹内さん、野村さん、ご近所同士の 
仲良しさんでした。。。実は野村さんは先日ご 
逝去されてしまいましたが、とっても素敵な 
笑顔をなさっていたのでご覧ください！ 
竹内さん、野村さんの分も元気に長生きしま 
しょうね！ 
もう一組は、 
岡本さん、芸術性豊か、多才な方。 
愛情あふれる方です！ 
瀬古（静）さん、演歌が大好き 
奥さん思いの優しい方です！ 
寺井さん、好奇心旺盛で活発！ 
いっぱい楽しみましょうね！ 
1100 月月（（そそのの右右））は中川さん。 
つどい場みちのオープン当初から 
のご利用です。笑顔がカワイイです！ 
 

1111 月月はは木原さんです。 
木曜日は私の自由な時間よ！と、毎週木曜日のデイを楽しんで下 
さってます！ 

 
皆皆皆さささんんんとととっっってててもももいいいいいい笑笑笑顔顔顔ででですすす♪♪♪    
こここれれれかかからららもももしししっっっかかかりりり運運運動動動（（（リリリハハハビビビリリリ）））しししててて、、、元元元気気気ににに人人人生生生ををを    
楽楽楽しししめめめるるるよよよううう、、、一一一緒緒緒ににに頑頑頑張張張りりりままましししょょょうううねねね！！！！！！    

 
 
 

♪♪♪    こここんんんなななスススタタタッッッフフフででで頑頑頑張張張っっってててまままーーーすすす    ♪♪♪   のののコココーーーナナナーーー   ＮＮＮＯＯＯ．．．666   
「つどい場みち」が憩いの場となります様に  

介護職  福田 正子 
「こんにちわ、お久し振りです」と、治田寺境内で電話中の理事長との再会が 
「つどい場みち」と私の出会いでした。  
その後入職が決まったもののデイの経験はなく、不安を抱えてのスタートでし 
たが、理事長をはじめスタッフの皆さんに励まし・助けをいただき、早いもの 
で７ヶ月が過ぎました。 
いつも利用者様の優しさ、笑顔、元気、パワーに支えられ、介護の仕事をして 
いて「良かったなぁ」と思うことの多い私です。これからも目配り、気配り、心配りを忘れず、一日でも

長く、一人でも多く、利用者様にとって「つどい場みち」が憩いの場となります様、お手伝いさせていた

だきます。どうぞ末永く宜しくお願い致します。 
 



お花を見に行きました！ 
つどい場みち川西 管理者 浦田克弘 

 
 読書の秋、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、実りの秋！皆さま、どんな秋を楽しんでおられますか？

“いつもは間食しないけど、なんか最近は３時になったらおやつを食べなあかんような気がするわ“とＹ

さん。何でも美味しい季節です。 
 つどい場みち川西は３時間という短時間デイなので、機能訓練をしていると外出する時間がなかなか取

れないのですが、近場ならそれも可能です。行ってみましょうか？との問いに、行ってみたい！と声が上

がり、10 月は黒川ダリア園、11 月は武庫川沿いのコスモス園に行って来ました。10 月は暖かく、一枚上

着を羽織る位の良い気候。11 月は少し肌寒かったのですが、日差しがあり野外で食べるおやつも美味しか

ったですね！帰ってから“良い天気で気持ち良かった！” “550 万本のコスモス綺麗だったね～” “誰

が植えてくれたのかなあ、こんな綺麗な花が沢山見られて幸せやね～”と感想を頂きました。“さあ、では

今の感想が何文字か、手を叩いて回数を数えましょ～” “え～～？これも数えるの？感想言うだけやと

思った、頭の準備してへんわ～”今日も賑やかに脳機能訓練が始まります(^ ^) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
♪♪♪    こここんんんなななスススタタタッッッフフフででで頑頑頑張張張っっってててまままーーーすすす    ♪♪♪   のののコココーーーナナナーーー   ＮＮＮＯＯＯ．．．777   
皆様と過ごすデイ 「つどい場みち」 介護職  高橋 一平 
 
私がこの「つどい場みち」に来てから、そろそろ 3 ヶ月になります。 
やっと一日のデイの流れに少しは慣れてきた様な、いや、全く慣れないような… 
そんな毎日です。その毎日というのは、スタッフの皆様からだけでなく、利用者 
様一人ひとりから学ぶべきことの多い日々であり、自分の力不足を痛感しながら 
も、出来る事を少しづつでも増やそうとしている、濃密な時間でした。 
今は、曜日によって朝の体操を任せていただいたり、日々のレクリエーションなどで、利用者の皆様か

らも温かい声をたくさんいただきながらデイを送っています。 
まだまだ迷惑をかけることが多々あると思いますがこれから明るく素晴らしい雰囲気の「つどい場みち」

の一員としてデイを提供できるよう努力していきたいと思います。 
 そのうち「高橋君がいないと～っ」、なーーんて言われたいな！     

野外で飲むお茶も美味しいです(^ ^)

黒川ダリア園に行きました！ またまた良い天気！ 

コスモス園にも行きました！ 近くで見てみよう～ 

良い天気、暖かかったですね



秋秋秋ののの遠遠遠足足足！！！   黄黄黄昏昏昏コココンンンサササーーートトト♪♪♪   地地地域域域作作作品品品展展展   eeetttccc...   
  
 さてさて、まだまだ盛りだくさんです！ 
 
 秋の遠足は神戸からランチクルーズ！ 
10/24(木)は大阪湾を周遊しながらのランチクルーズに出掛けました。 
お肉のコース or お魚のコース頂きながらワインを召上る方も!! 
ご利用者の皆さんもスタッフも、普段とは少し違ったお洒落な 
服装に身を包み、素敵な時間でした！メリケンパークも異国情緒(？) 
いっぱいです。。 
 ここでも皆さんの笑顔をご覧ください!! 本当に楽しそう♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀬古さんご夫妻は、お二人でお出かけするのは本当に久しぶりだそうで素敵な笑顔!! 

みなさん船に乗るのもお久しぶりの様子。来年はどこへ行きましょうか？リクエスト募集します！ 

 

わたなべゆう 黄昏コンサート♪ 
春のお花見コンサートでお馴染みになった、わたなべゆうくん。童謡をメインとした 
NEW アルバムをこの秋に制作・リリースしました。それを記念して。。。 
治田寺住職（デイの事務長を兼務）に一本の連絡が入ってきました。 
「是非、治田寺・つどい場みちでコンサートをして、皆さんと一緒にゆっくり流れる時間、 
ほっこりする時間、を共有したい！きっと喜んで貰えるんじゃないかなあ！」 
と。もちろん住職は大賛成で当然のごとく快諾です!! 
ポカポカして最高の天気のなか黄昏コンサートは開催されました。 
ふるさと 浜辺の歌 紅葉 泳げたいやきくん 赤とんぼ 遠き山に日は落ちて etc 
素敵なギターの音色に耳を傾けながら、一緒に口ずさむ。とっても幸せな時間でした♪ 
ゆうくん、ありがとう!!! また春もよろしくね♪ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     地域作品展に出品しました！  

11/2～3 に戸ノ内福祉会館にて地域作品展が開催されました。 

地域との交流活動として行っている、陶芸教室・絵画教室・ 

書道教室の作品等を出品しました。地域の人からは「え～！ 

すっごい上手ですね！」「とても本格的な作品にびっくりしま 

した！」等、嬉しい言葉をいただきました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♨日常の一コマ♨ 
 

 

 

 

 

 

                                                        ↑今日は写経をしてみよう！ 

                                                         住職さん、よろしくね！ 

                                  ↑武庫川コスモス園へ 
                                    きれいでしたねえ！ 
                                  ←五月山へ。絵になってますね！ 
                                   雑誌の 1 ページみたいです。 
 
 
 
 
 
                                                       出張美容師さん。サッパリして 
                                                       気持ちいいわ～♪ 
 
 
 
みんなでお月見のリースを制作。出来あがりました、ハイ、チーズ!! 
 
 

←今日のおやつは 
ホットケーキにしましょう！ 
普通のんと抹茶味のん。 
どっちも美味しいよ♪→                      ↑さて、一局お願いします！ 

美味しそうでしょう♪                                             うーん、真剣ですねえ～。 
                                                         その隣ではビーズ飾りを 

制作中です♪ 
 
戸ノ内の村祭りの布団太鼓。                                       ←ポカポカ天気もいいし、 
ドンドコと音が聞こえてくるので                                      外に出てゴンと遊んでやる 

見学に行ってきました。→                                        か♪カワイイやつやのう♪ 



年末年始を除き毎日、日中・夜のサービスご提供へ！  
宿泊は 1 泊 2 食付で、要介護者 2500 円 

 これまでの月~金曜日営業を今後は土日も休まず営業いたします。介護保険外サービスとしての 
宿泊サービスも、曜日の制限や期間の制限を気にすることなくご利用いただけます。 

ご家庭の様々なご都合や、緊急時の対応、退院後のケアのために、気軽に声をかけてくださいね。 
 

デイサービスつどい場みちの HP（ホームページ）リニューアル!! 

http://www.kaigo-michi.com/ 
サービス案内、施設案内、料金表、スタッフ紹介等、今までの HP よりも見やすくなりました。 
ご利用者の皆様はもちろん、各関係機関の方も是非 HP にお立ち寄りくださいませ♪ 

居宅、デイ川西は旧 HP から。  http://www.npo-michi.jp/ 
 

  自治体でも高い評価を得ている「らくしゅう式 機能訓練」を導入しています。 
 
 

 「脳の元気」が「カラダの元気」につながる!    
脳が衰えている高齢者は意欲も衰えています。 
「らくしゅう式」では、まずは脳を元気にして、意欲を回復。 
 
日常生活において より多くの「動き」を引き出すことで 
「カラダ」の元気につなげていきます。 

 
実際、自治体の介護予防教室で「らくしゅう式」を受講した 
ひとの９３％が「日頃の行動が良くなった」と回答しています。 
 
①官公庁の介護予防教室における確かな改善実績 

◎受講者群 ：平均 78.6 歳の高齢者。15 名 

◎受講期間 ：３ヶ月間で計 10 回受講（1 回約 1.5ｈ）。 

◎取組み成果：ＭＭＳＥ（脳全体のはたらきを測る世界標準のテスト） 

       の得点が平均 26,4 点→29.6 点とほぼ満点近くまで改善。 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ご見学、大歓迎！ 事前にお電話にてご連絡をお願い致します。

（平成 20 年千代田区の介護予防教室における実績）

「らくしゅう式」の 
受講者群（平均 78.6 歳） 

26.4  

29.6 

＜認知機能テストＭＭＳＥ得点推移＞

取組み前 
25

30 点 
満点 

3ヵ月後

ｐ<0.05、n=15


