
                               

  

    

 

皆様のセーフティネットとしてのデイをめざして 
NPO 法人つどい場みち 
理事長  浦田 美智子 

 
春らんまん!! 心沸き立つ春!! 美しい季節です。あっというまに庭の桜が満開を迎えました。 
デイサービスつどい場みちも２歳になりました。利用者の皆様やご家族の皆様、そして地域の皆様や 
関係機関の皆様に支えられてここまで歩んで参りました。お蔭様で今はたくさんの利用者の笑顔と 
元気が弾けるつどい場になろうとしております。 
日頃のみなさまのあったかいご支援と、ご協力に心から感謝申し上げます。 
 
さて、2 歳を機に、つどい場みちの舵をきることにいたしました。 
実は昨年 5 月から 11 月末までずっとつどい場みちで宿泊されていた方がおられたのですが、土日は 
オープンしていなかったため、金曜日の夜から月曜日の朝まで、他のデイサービスにお世話になって 
いました。でもそのデイからお迎えが来るたびに行きたくないと激しい怒りを示され週末が来るたび 
に心が痛くなる私共でした。また他の利用者のご家族様からも『自分は土日仕事なので土日もやって 
ください。』との要望をお受けしておりました。 
また、認知が進み、足がフラフラされ、ご自宅での生活が困難なご状態になられたあるご家族様から、 
「施設に入所するのではなく、何とか最後までご自宅で過ごさせてあげたい。夜は自分が泊まって何 
とか頑張るので日中はデイでお世話になれないだろうか。」とのご相談がありました。「わかりました。 
2 人 3 脚でまいりましょう」とお応えしました。 
また別の方においては、できれば最後まで自分でトイレに行けるために立位が取れるようになってほ 
しいとご本人とともにリハビリに励みましたが、体への負担が大きくつらくなり徐々に弱ってしまわ 
れ、ならばせめてと、今では座位を保つことができ、寝たきりの生活にならないために体と脳のリハ 
ビリを中心にしっかり続けていただきたいと思うようになりました。そうすればきっと最後まで楽し 
みをもち、笑顔でお過ごしいただけるだろうと・・・・。 
最後の日を迎えるその日まで共に歩むことができるデイサービスでありたいと思います。 
あらためて、つどい場みちはセーフティネットの役割を担えるデイサービスとしてさらなる一歩を 

進めて参ります。具体的には、土曜日・日曜日もお休みせず事業を実施し、併せて介護保険外の宿泊 
サービスを常設することにいたします。 
私達は利用者の皆様やご家族の皆様のセーフテイネットの役割を果たし、少しでも皆様のお役に 

立つことができれば嬉しいと念じています。介護のことや生活のうえで何かご心配なことがあれば 
いつでもどんなことでもお声かけくださいませ。皆様のお元気をサポートできるよう、心を尽くして 

参ります。    
 

年末年始を除き毎日、昼・夜のサービスご提供へ！  
宿泊は 1 泊 2 食付 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。 
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♪♪♪    利利利用用用者者者さささまままののの声声声    ♪♪♪   のののコココーーーナナナーーー   ＮＮＮＯＯＯ．．．111   
 歩けることの喜び・歩くことの大切さ 
デイサービス利用者  笠江 トクノさん 

 
 昨年腰を痛めて２ヶ月は身動き一つ出来ない 
毎日でした。 
そんなある日「近くにデイサービスつどい場みち 

というところができましたよ。一度見学に行って 
みませんか」とのお話がありました。それで一度 
見学させていただくことにしました。 
色々お話を聞き、利用させていただくことにしま 
した。 
それから毎日立つことの練習をして、３週間目には 

立つことができ、１ヶ月目にはテーブルにすがりながらポチポチと歩けるようになり、トイレにも行く 
ことができるようになり、杖をつきながら歩けるようになりました。 
今では杖なしで、少し位は散歩もできるまでなりました。本当に嬉しくてたまりませんでした。 
歩けることのよろこび、また歩くことの大切さを身にもって思い知りました。 
これからも一歩一歩と頑張ります。 
 
 

♪♪♪    利利利用用用者者者さささまままののの声声声    ♪♪♪   のののコココーーーナナナーーー   ＮＮＮＯＯＯ．．．222   
桜コンサートにありがとう!!! 
デイサービス利用者  岡本 和子さん 

4 月 4 日、待ちに待った桜コンサート、みんなウキウキ 
していました。昼食も御馳走で本当に美味しくお腹いっぱいになり、 
会場である境内へ。デイのお部屋から窓越しに広くて美しいなと 
眺めていましたが、その境内に佇んでみてよりそれを実感し、是非 
一度ご本堂をお参りしたく思った次第です。空は晴れわたり、雲一つ 
ないコバルトブルー! 空ってこんなに美しいのかと暫く呆然と 
見上げていました。自然の美しいロケーションのなか、コンサートが 
始まりました。 
ギタリストのわたなべゆうさんの優しい音色に誘われ、桜の花びらが 
ひとひらとゆうさんの帽子に舞下り留まりました。きっと帽子の上で、聞き惚れていたのでしょうね。 
また、初田悦子さんの声は透き通り、天まで届くような熱唱でした。 
治田寺境内は大コンサートホールとなり、最後に皆で合唱したふるさとは感動でした。 
来年も是非お会いしたい!! 私たちも体調に気をつけ、頑張ります。 
元気をいっぱいいただいたコンサート、本当に有難うございました。 
 

333 月月月 111111 日日日ははは東東東北北北地地地震震震ののの 333 回回回忌忌忌でででしししたたたねねね  

 
 
 
 
 
 
                    境内。午後 2 時 46 分、治田寺住職が鐘楼堂にて鐘を突い 

て読経をあげました。それをデイの窓越しにご覧になって

いたみなさんが「自分たちも突いて黙祷をささげたい。」と、次々に外に出てこられて順番に鐘を突き、又 
手を合わされました。 私たちは 18 年前に阪神大震災に見舞われました。その経験からも東北での沢山の 
物故者への追悼の気持ち、遅々として進まぬ復興への心配、思いをめぐらせてしまいます。 
 



餅餅餅つつつききき、、、節節節分分分、、、おおお誕誕誕生生生日日日会会会、、、他他他にににももも。。。。。。。。。   
  
 さてさて、久しぶりに発刊のみち通信！盛りだくさんですよ！ 
 先ずは餅つき！ 
 
 どうですか！ 
 このチームワーク！ 

次々とお餅ができあがります！ 
それにみんなとっても楽しそうでしょ～♪ 
 
出来あがったら。。。 
皆でいただきます！ 
 
ほらほら！ぜんざい。 
おいしそうでしょ～（＾＾）ｖ 
おいしいに決まってる！ 
だって私たちが 
作ったんですもの♪ 

 

次は節分！ 
なぜ節分に豆まきをするかご存知でしょうか？まめは魔を滅する（障りを追払う）から魔滅（マメ）なのです！ 
さて鬼さんはどこにいるかなあ？ あっ！こわい青鬼が現れたぞ！（青鬼はケアマネの吉岡です） 

 

 

 

 

 

 

 

みんな無事かな？どうなる？？？  しかし、大丈夫！ まめを撒いたらば 鬼くらいに強く元気になりました!!!(笑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

お誕生日会！（1 月・2 月・3 月） 
ケーキもやっぱりみんなで作ります！フルーツを切る人（お誕生日のひとも自ら作ります！）、スポンジにクリーム 
を塗るひと、監督するひと、応援するひと、いろいろですよ！でもみんな楽しんでいるご様子♪ケーキを食べた後

は。。。 
「歌を歌うのも楽しいもんだね♪」いやいや！皆さんお上手です！ますますレパートリーが増えますね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                後藤さん、笠江さん、高木さん、安宅さ
ん、 

        お誕生日おめでとうございます♪ 
        みなさんこれからも益々人生を楽しみ 
        ましょうね！ 
        私たちは皆さんのことが本当に 
        大好きです!!! 



 
 

       絵画教室に陶芸教室、書道教室、、、レクでも創作。 

地域の皆さんとも一緒に。。。皆さん素敵な絵をお描きになられます♪  陶芸のろくろもお手のもの！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              
                                             書道教室も大人気です！ 
                                             月一開催から月二回開催になりました。 
                                             集中できるのが気持ちいいのでしょうか。     
                                              
                                             レクでの創作。この時は切り紙で色紙に 
                                             たけのこ！ 
                                             みなさんとってもお上手です!!! 

 

 

   桜桜桜コココンンンサササーーートトト 222000111333   
 4 月 4 日(木) 13：30 ～   出演者： わたなべゆう 初田悦子  
昨年に引続き、第二回桜コンサートを開催いたしました。（治田寺共催） 
治田寺の境内（本堂の前）には樹齢 80 年以上の桜があります。その桜の下でプロのミュージシャン

が素晴らしい音色と歌声を披露して下さいました♪ホントにホントにいい時間でした！  
時折り吹く風に桜の舞い散るのもよかったですね！ デイ戸ノ内と川西の合流も貴重な機会でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年も好天に恵まれポカポカ♨ お昼ご飯も美味しかったですよ♪ 
地域の皆様を含め、70 人以上の皆様がご参加くださいました！ 
スタッフも大忙しでしたが、これはうれしい悲鳴です♪ 
  参加して下さったすべての皆様ありがとうございました！ 

また、ゆうくん、悦ちゃん、来年もよろしくね♪ありがとう!!! 



待ちに待った春の到来です 
つどい場みち川西 管理者 浦田克弘 

 
  長く厳しい冬がようやく終わり、春が訪れました。今回初めて、川西の利用者さんが 
  つどい場みち本拠のある尼崎に合流しました。そう、桜コンサートです。いつもは屋内で 
  の活動ですが、今回は車での移動から始まります。猪名川沿いの車中では“本当に気持ち 
  が良い天気、沿道の桜もキレイやわ、堤防の緑もキレイ！つくしも生えているかしら？”等、 

初めて行く尼崎のデイサービスと治田寺が楽しみで、話が弾みました。帰りの車中でも、 
“ギターの音色が透き通っていた、歌も清らかでよかったわ～” 晴天で満開の桜の下、 
時折花びらがひらひらと舞い落ちる中、とっても気持ちの良い時間を過ごすことが出来ま 
した。 

   又、二月から通所されているＴさんはとても礼節を重んじられる方です。元自衛官の幹部 
で仕事に誇りを持っておられ、同僚・部下から厚く信頼され、退官しても曲がったことが出 
来ない真っ直ぐな人柄が素敵な方です。デイに来られると、子供の頃の話、戦時中、特攻隊 
に志願した話、生き残り、国の為に何が出来るかと考え、自衛官になられた話、衛生官で 
数千人もの食事や健康管理をされていた話、たくさんたくさんじっくりと話をされます。 
“ここは清潔な、とても落ち着くいい環境だ。ここに来ると、何か良い事が起きる気がする。 
ここで話すと心が落ち着き、元気になる”と、職員が元気になる事を仰って頂きました！ 
最近はひらめきパズル等、らくしゅう式の脳機能訓練にもチャレンジされ、ニコニコと良い 

笑顔で過ごされています。 
 
 

 
ていねい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪♪♪    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．．．444   

出会いを大切にしたい !      介護職  藤原 宏江 
 
「つどい場みち」のオープンから一年が過ぎました。四季折々の出来事が走馬灯 
のように浮かんできます。月日の経つのは早いものだなと感じています。 
何よりも利用者さんやご家族、そして、とても良いスタッフに巡り合えたこと、 
出会えたことにすごく感謝している事です。 
私は音楽が好きです。ピアノを弾いて皆さんと一緒に「なつメロ・童謡唱歌・ 
軍歌等々」を歌って過ごす楽しいひと時を大切にしたいと思っています。 

 「つどい場みち」に来られている皆さんの優しさや思いやりの心に触れ、とても幸せ 
 な気持ちと勇気をもらえました。 
 これからも利用者さんに寄り添って、嬉しいこと、楽しいことを一緒に感じて過ごしていけたらいいな 
 と思っています。「いつまでもキラキラと輝いていたい」私です。どうぞよろしくお願いいたします。 

Ｔさんの素敵な笑顔！退官時の寄せ書き満開の桜の下、気持ちの良い天気 

ロウソク立てて・・・完成！丁寧に・・・ 皆で誕生ケーキの製作♪ 



賛助会員募集 
NPO 法人つどい場みちの賛助会員として、応援していただけませんか!!! 
つどい場みちの定款 第２章 第３条 目的及び事業で、 

第３条 この法人は、高齢者に対して、生活支援及び社会参加の促進に関する事業を行い、高齢者の 

福祉の増進を図るとともに、介護や子育てに関する相談・情報提供事業及び地域住民との交流 

事業などを行い、すべての人々が安心してともに生きてゆける地域社会の実現と、社会福祉の 

増進に寄与することを目的とする。 

 と、定めており、職員一丸となって事業の運営にあたっています。 

また、第５５条 では会員、賛助会員について規定しております。 

    賛助会員   年会費 

      個人    ２,０００ 円 

       団体     ５,０００ 円 

 少しでもつどい場みちの輪がわたぼうしのように広がっていってほしいなあ!!!  と願っています。 

 

 

  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


