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４年前に私の妹から娘が譲り受けた「猫」です。少々気難しく、なかなか人に慣れませんで
したが、今では家人を見下して大きな顔をしています。飼い
主の娘より息子のほうが好きで、息子の部屋の前で待ってい

る姿を時々見かけます。夫はメイと仲良くしたいらしいですが、メイは夫のことは嫌いで、顔を見る
と「シャーー！！」と威嚇しています。宅急便のイケメンお兄さんが好きで、車が来ると玄関まで覗
きに来て「ニャ～」と甘えた声で鳴いています。ご飯がとても大好きで、特にチュールがお気に入り
で娘と息子が必要以上に食べさせる為、今では立派な「デブ猫」になっています。デブちゃんでもと
てもかわいい猫です。家族みんなから、とても愛されている自慢の「猫ちゃん」です。

グループホーム LIFE 
2023 年 4 月開設予定

社会福祉法人山梨樫の会は “笑顔とぬくもりの心” で
子供からお年寄りまで地域の皆様の

を包括的かつ持続的に支援します。
“人生”

和楽 WARAKU　看護師　東條　泰子メイ　黒猫　７歳

委員長：矢崎 昭彦 [ 相川 ]
委　員： 小田切 拓巳 [ かしのみ ]、塚越 千宝 [ あいむ ]、佐野 伸之介 [ ゆめみどり ]、野中 浩司 [ 和楽 ]、小林 由佳 [ 法人本部 ]　発行責任者：臼井 栄二

■各施設の Facebook　　やブログ　　もご覧ください♪　　※法人・各施設の詳しい情報はＨＰ→https://www.kashinokai.or.jp をご覧ください。

広報委員会
俺は幸せな人を感動させたいんやなくて、泣いている人を笑わせて幸せにしたいんや。by 明石家さんま

障がいのある方が地域の一員として、安心・安全な生活を送り、
自分らしい人生を歩んでいける環境を整備します。

定員１６人の共同生活を支援するグループホームを開設します。

本年度も新しい仲間（新卒 8 名、既卒 6 名）を迎えました。

保育所等訪問事業かしのみ
多機能型重症児支援ルームかしのみ

甲府相川ケアセンター通所リハビリテーション
甲府相川ケアセンター居宅介護支援事業所
甲府市北東地域包括支援センター

ゆめみどりデイサービスセンター
ゆめみどり居宅介護支援事業所

ショートステイ和楽 WARAKU

相談支援事業所 LIFE
若者自立サポートセンターいっぽ

2022 年度入職式

詳細は次号で
発表します！

ただいま
ホームページ
準備中

地域で　　　　　　　　　支援（ソーシャルサポートネットワーク）
山梨樫の会は、法人内の各事業所・各サービス（及び行政などの外部機関や地域ボランティアなど）
が有機的につながることにより、誰もが必要な時に必要な支援が受けられる
地域のサポート体制を発展的に整備していきます。

“つながる”

障がい児童 / 障がい者福祉事業 児童福祉事業

高齢者福祉事業

“人生は楽しい” を創造する

法人本部

保健・医療・福祉の
総合相談窓口

お気軽にご相談ください

山梨樫の会オンライン
055-232-1234
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相談支援事業所にこっと

山梨県甲府市下飯田２丁目 5-12
　　055（237）5151 [ 代 ]
　　055（237）5101
　　niconico@kashinokai.or.jp

〒400-0064
児童発達支援センターかしのみ学園

山梨県甲府市下飯田２丁目 5-12
　　055（237）5100 [ 代 ]
　　055（237）5101
　　kashinomi@kashinokai.or.jp

〒400-0064 高
齢
者
福
祉
事
業

新しい生活が始まる日！
かしのみ学園「入学式」

新年度がスタート！新しいタイム
スケジュールで頑張っていこう！

心配された天気も晴れ、春の陽気
に包まれながら、４月１日にかしのみ学園の入園式は行わ
れました。新入園児も先生たちも不安と緊張がありながら
の初対面でした。お父さん、お母さんに隠れながら恥ずか
しそうに式に参加してくれました。中には慣れない環境に
泣いてしまった園児もいましたが、全員が式に参加するこ

とが出来ました。帰るころには表情も
和らぎ、笑顔も見られ、先生たちも一
安心。園児たちの豊かな表情が見られ
る素敵な入園式になりました。

つの

私

なもの大切5の

職種：保育士
勤続年数：３年７ヶ月

金山　香月

 

かなやま　かづき

01 お酒
仕事終わりのお酒が最高！休日のビールが楽しみです！！

02 食べ歩き
今はなかなか行けないですが、美味しいお店を調べて何件もはしごします。

03 スポーツ観戦
知らないスポーツでも観るのが大好き！特に格闘技は燃えます！

04 観光地めぐり
今は行けてませんが、色んな県に行って大仏や海、自然見て癒されます。

05 仲間
愛と勇気をくれる！

鯉のぼりには「健やかな成長と立身出世を願う」意味が込められています。かしのみ学園のみ
んなにも大空を泳ぐ鯉のぼりのように、大きく元気に育って欲しいという思いで、かわいいオ
ムライスの鯉のぼりになっています。目でも楽しい、食べても美味しい給食でした。

蓮に診断が出たのは、３歳の頃に受けた発達相談のことでした。
親族や周りにも発達障がいの子がいて、色々な個性をそれまで見聞きしていた
ので、診断を聞いた時「蓮は成長がゆっくりなんだ、何が好きで、何が得意な
のかな？」と思ったのが素直な気持ちでした。県外から山梨へ来て、市役所の
保健師さんからの紹介でかしのみ学園を知り、お世話になる事になりました。
かしのみ学園は私たち親子にとって、心の拠り所になっています。個性を優し
く受け止め、理解してくださる学園の方々にとても感謝しております。

献
立

ある日の

つの

私

なもの大切5の

職種：介護福祉士
勤続年数：6 年４ヶ月

飯塚　綾乃
いいづか　あやの

01 お肉
タン塩を与えておけば、だいたい機嫌がよくなります

02 お酒
人と飲むのが好き！最近は太って自粛中…

03 妹
かなりのシスコン！！なんでも話せて友達みたいな存在です。

04 推し活
このために働いてるといっても過言ではない！！

05 ディズニー
世界観がとっても好きです。

両親が早くに亡くなって、兄の営むはんこ屋を手伝ってきました。手先が器用なこともあっ
て甲府市でパーマネント（美容室）を自分で経営していました。結構上手でお客さんをいっ
ぱい取ったんだよ（笑）美容室をやっている時にお客さんの紹介で主人と出会い結婚しまし
た。７０歳になった時から保険の仕事をはじめ、その時主人は優しくて車で送り迎えをして
くれました。主人とはよく旅行にも行きました。河津桜が咲くころには、よく２人で出かけ
たもんだよ。息子もお嫁さんも本当いい人で良かった。幸せだよ！！今はなかなか会えなく
て、寂しいけど・・・またみんなで会いたいね～。ここではみんなと仲良くやってるよ。冗
談を言ったりしながら楽しくやらせてもらっています。

高相　弥生さん　９７歳
たかそう　やよい

いつもの朝食

おやつバイキング
いつもと違う形でのおやつ提供。皆様とて
も喜ばれて、思い思いのおやつを自分で取っ
て召し上がりました。中にはたくさん取り
すぎて食べ過ぎてしまった方も・・・（笑）
これからも皆様に喜んで頂けるようなこと
をたくさん提供していきたいと思います。

はじめての野菜作りに挑戦！！！
みんなで一生懸命きゅうり、ナス、トマトの苗を植えました。
久しぶりに土いじりをした入居者
様と初めて野菜作りをする職員。
不慣れな職員に対しても丁寧に教
えて頂きました。しっかり美味し
く育ってくれたらいいなぁ～！野
菜の収穫が楽しみです！！！

新人紹介
ホクホクのじゃがいもと絹さやのお味噌汁に、ふわふわな
スクランブルエッグ、野菜が
たっぷり入った彩りゴマサラ
ダ、甘―いバナナと牛乳です。
カラフルで栄養満点の朝ごは
んですね★朝は一日の始ま
り！！しっかり食べて、一日
元気よく過ごしましょう。

今年の３月に新しい職員
１名入職しました。

献
立

ある日の

障
害
児
者
福
祉
事
業

大坪　蓮ちゃん　６歳 母  大坪　美春さん
おおつぼ　れん おおつぼ　みはる

５月６日（金）子どもの日給食　鯉のぼりオムライス

かしのみ学園の新年度は時間割が大きく変わりました。
登園後は荷物の支度をして自由時間（身体を動かしたり、
好きなもので遊ぶ）体操をして朝の会を行います。大き
く変わった点は活動の時間です。昨年よりも活動の時間
を２０分ほど伸ばしてみました。活動の時間を長くした
ことにより、今までより活動をゆっくり深く行うことや

活動内容を２つに分け複数行うこと
で、飽きない療育になるように工夫
してみました。これからの療育で園
児たちの成長に良い刺激になるよ
う、取り組んでいきたいです。

早くコロナが収束して
自由に生活したいです！

子どもたちに日々
成長させてもらっています。

「介護の経験はあります
が、新たな気持ちで初心
に戻って頑張っていきた
いと思います。また今ま
での経験を活かして入居
者様のお手伝いをしていき、楽しく働きたいです」

樋泉希美代

山梨県甲府市大和町 3-6
　　055（252）2100 [ 代 ]
　　055（252）2106
　　waraku@kashinokai .or . jp

〒400-0072
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チキン、ビーフ、ポーク、夏野
菜、シーフードなど数種類のカ
レーがあります。変わった料理
ではありませんが、皆様喜ばれ
る定番のメニューです。

献
立

ある日の
自然が身近にある
ゆめみどり
甲斐市の街中にあります

が、意外に自然を見ることができます。５月は近
所の畑でお田植えが始まりました。夜はカエルの
鳴き声の大合唱です。施設ではその時期の季節の
花がたくさんあり、利用者様を楽しませています。

お風呂で心も体もリラックス！
４月は桜風呂、５月は薔薇風呂、６月は紫陽花
風呂など、季節に応じて特別なお風呂をご用意
しております。浴室、脱衣所を飾りつけ、華や
かにしました。利用者様は「ちょっとのことで全
然違うね！」「香りがいいね！」などと、いつも
と違うお風呂にニコニコ笑顔で喜ばれていまし
た。次は何のお風呂するの？とよく聞かれます。

つの

私

なもの大切5の

職種：介護福祉士
勤続年数：５年４ヶ月

土屋　智寛
つちや　ともひろ

01 笑顔
誰かの笑顔を見られた時、心から嬉しくなります！

02 繋がり
家族や友人など、大切な人達がいるから頑張れます！

03 創作活動
製品化されてないアクセサリーやフィギュア、マフラーなど造れます！

04 マゼンタカメラ
レトロなカメラですが、旅先の風景の写真を撮っています！

05 ファッション
特殊な服が好きで、冬場はロングコートをよく着ます！

若い頃は子供２人を育てるために会社員や、興味があったので介護福祉士の資格をとっ
て施設で働いていました。介護の仕事は体力的にとても大変でしたが、毎日楽しく充
実していました。その経験から毎日笑顔で楽しく過ごすことが大切と思い、デイサー
ビスでは、周りの利用者さんに笑顔で積極的に話しかけています。馴染みの利用者の
方も多く、たわいもないことで毎日みなさんと笑って過ごしています。
最近の楽しみは、去年３人目の孫が生まれたので靴下を編んでいます。編み物は趣味
で３０年以上続けています。これからの孫の成長が毎日楽しみです。職員のみなさん
にはいつもお世話になっています！これからもよろしくお願いしますね。

深沢　佐賀美さん　６７歳
ふかさわ　さがみ

月 2回のカレーライス！

つの

私

なもの大切5の
01 家族

大好きな家族にいつも支えられています！

02 ふとん
おふとんにくるまっている時が一番幸せです。

03 ゲーム
休みの日はゲームで友達と遊びます！

04 漫画
新刊が出る度にうきうきしながら読みます！

05 車
去年買った大事な車。大切に乗り回しています。

私は９歳の時からあいむで暮らしています。小中生の頃は些細なことで腹を立て職員さんに苦労を掛けま
した。高校進学時には施設長が遠慮しないで興味のあることに情熱をぶつけてみろと後押ししてくれたこ
ともあり、何の経験もない陸上部に入部しました。足が速いわけでも持久力があるわけ
でもない私が何とか頑張ってこれたのは、落ち込んだ時でも見捨てずに美味しいお弁当
を作って見守ってくれた職員さんのおかげです。結果が出なくても一つのことをやり遂
げる大切さを学べたような気がします。あいむでの生活は周囲の見本になって欲しいと
言われることが多くプレッシャーですが、頑張っているので多少部屋が乱雑なのは見逃
して欲しいかなと思っています（笑）

オムライス、手作りチキンナゲット、野菜スティック、
コーンスープ。職員が毎日愛情込めて調理をしていま
す。魚が主菜の日は少々ブーイングも…一般家庭と同
様ですかね（笑）日々の
食事が子どもたちの活力
の源！たくさん食べ、遊
びに運動に勉強に今日も
頑張って下さいね！

献
立

ある日の表彰して
いただきました☆

バーベキュー in あいむ

先日あいむをはじめとした児
童福祉部門の各種取り組みを甲府ロータリークラブ様よ
り評価推薦され、山梨樫の会として基金表彰を頂きまし
た。頂いた基金は子どもたちの成長
のため活用させていただきます。今
後も児童青少年のために様々な社会
貢献を行っていきたいと思います！

終わりの見えないコロナウイルスの流行ですが、密にならぬよう生活棟ごと
時間を分け、「こどもの日」にバーベキューを行いました。当日は快晴で、ま
さにバーベキュー日和でした。参加した子ども達はとても楽しそうに過ごし
お肉・野菜・じゃがバター他を食べていました。一番人気はマシュマロだった
のですが（笑）。子ども達の笑顔で食べる姿、楽しんでいる姿を見ることができ、
職員としても有意義な時間を過ごす事が出来ました。今年度は感染対策と遊
びを両立した楽しい行事を企画実行できたらと考えています。

休日お昼メニュー♪

介護の仕事を楽しんでいます！
いつも笑顔！毎日元気！
これからもがんばります！

職種：児童指導員
勤続年数：３年４ヶ月

江副　瑠菜
えぞえ　るな

子どもと真正面から向き合いながら
毎日頑張っています！

Ｈくん  １７歳

山梨県甲斐市玉川 1700-1
　　055（278）2800 [ 代 ]
　　055（278）2802
　　yumemidori@kashinokai.or.jp

〒400-0116
山梨県甲府市下飯田２丁目 5-5
　　055（220）1100 [ 代 ]
　　055（220）1101
　　im@kashinokai .or . jp

〒400-0064
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Dr. 足立のワンポイントアドバイス
今や認知症は誰しもが罹る可能性のあ
る身近な病気となり、２０２５年には
６５歳以上の５人に１人、７００万人

が認知症になるだろうと見込まれています。政府は医療・介護費の
増大を予想し、病院や施設に預けるのでなくて、地域、家族、隣人同士の助け合いや
ボランティアの活動を考えに入れて、認知症施策推進大網を制定しました。住み慣れ
た地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を目指そうというので
す。現実には認知症高齢者は記憶障害、生活機能障害のため、家族介護者においては
仕事と介護の両立が課題となっています。なかには介護施設に入所したため、本人の
生活を過剰に保護しできる機能まで補助し、身体機能の衰え、意欲の低下など、精神
面の障害を起こしているような例も時にはありますが、在宅介護と老健施設の利用を
どうするのか、今後の日本にとって重要な課題だと思われます。

甲府市北東地域
包括支援センター

献
立

ある日の

職種：理学療法士
勤続年数：２年２ヶ月

荒木　武明
あらき　たけあき

01 黒鯛師
カガヤク魚体。新鮮な刺身は格別です

02 トマトジュース
シッカリ箱買い。毎月 Amazon 定期便で届きます。

03 家族
ノリノリで。今年は、もう少し遊びに行けるかな。

04 ROLLER BLADE
カイテン良好。明日からは、これで通勤です。

05 笑顔
インド人もビックリ！目指せ、百万ドルの笑顔。

つの

私

なもの大切5の

地元の小学校の教員をしながら、２０歳代で結婚し２人の息子様を育ててこられました。５４歳
で退職しその後は自宅で三味線や民謡の指導をなさっていました。平成２９年に甲府相川ケアセ
ンターに入所され現在に至っています。今年の１月で１０３歳を迎えられ、甲府相川ケアセンター
の利用者様の中で最も長生きをされております。そこで今回、長生きの秘訣や今の想いをお聞き
したところ、「ここの施設の環境が良くて、三度の食事がおいしくて、夜は安心して休めている
からです。そして、何より周りの人たちが気持ちの良い人たちばかりで、大事にしていただいて
いるから病気もせず健康でいられていると思っています。心から感謝しております。とても幸せ
です。これからも、無理せず毎日楽しく過ごしたいと思います。」と話されていました。

長田　千代子さん　１０３歳
おさだ　ちよこ

こんな相談が寄せられています！

高齢になっても暮らしやすい地域を目指し協働しています！
令和４年３月２４日、北東エリアの甲府市地域保健課の地区担当保健師、甲府市
社会福祉協議会の地区担当者、北東ほうかつの三者で、地域について情報交換会
を行いました。新型コロナウイルスの影響で地域に出向く機会が少なくなってし
まった事やコロナ禍での高齢者の生活を懸念する声が聞かれました。今年度もそ
れぞれの地域の活動の際には、協力し合う事を確認しました。

令和３年度は、５１５件の相談がありました。高齢者人口
の増加や新型コロナウイルス流行に伴い、相談は年々増加
傾向にあります。相談の６割は介護保険についてでした。

その他、物忘れに関する相談や配食サービス、ゴミ出し支援等の福
祉サービスに関わる相談もあります。昨年度の特徴として、コロナ
ワクチンの接種に関する相談も多く寄せられました。北東ほうかつ
では、６５歳以上の方の身近な相談窓口です。心配な事や不安なこ
とがあれば、気軽にご相談下さい。

自立援助ホーム MIRAI
新年度！新体制！

就職や進学のため退居した入居者や職員の異動もあり、新しい顔ぶれで新年度を迎えること
となりました。今年で４年目の MIRAI ですが、３年間の経験を糧に、多才でエネルギー溢れ
るメンバーでさらに盛り上げていきたいと思います。

若者自立サポートセンターいっぽから
私達いっぽもメンバー交代を行い新たな体制で青少年の各種支援を展開しています。１人ひ
とりの課題に共に向き合いながら、失敗を恐れずいっぽずつ歩んでいこうと日々励まし導い
ています。経済的な困難を抱える青少年も少なくありません。食材・日用品を中心に皆様か
らの遊休品を活用させていただきます。いっぽまでご連絡ください！

コロナ禍でも季節を感じるイベントを！
新型コロナウイルスの感染予防で制限があるため、利用者様は面会や地域への外出
などができない状況が続いていました。利用者の皆様に少しでも気分転換や季節感
を感じていただけるよう、餅つきや節分、または敷地内での桜の花見など、各フロ
アごとに職員が工夫して様々なイベントを開催してきました。

夕食には、その日に消費したエネルギーを十二分に補えるよう配慮しています。児童からの希望を
元に、和食洋食にこだわらず、栄養バランスと色合いを考慮し目にも美味しい料理を心掛けています。
この日は大人気メニューから揚げ、小鉢の肉じゃが、パクチー大盛り生春巻きとなっております。

献
立

ある日の
スタミナ折衷定食！

利用者様が楽しく笑顔になれるよう
頑張っていきたいと思います。

公
益
事
業

給食委託会社がシダックスフードサービス
株式会社に変わりました。これからも委託
会社と協力して喜んでいただける食事提供
を目指して一生懸命がんばります！

給食委託会社
が新しくなりました

山梨県甲府市塚原町 359
　　055（252）3398 [ 代 ]
　　055（252）3399
　　hokutou@kashinokai .or . jp

〒400-0003

山梨県甲府市塚原町 359
　　055（252）1600 [ 代 ]
　　055（252）1602
　　aikawa@kashinokai.or.jp

〒400-0003

山梨県甲府市下飯田２丁目 5-40
　　055（267）6177
　　055（232）0122
　　ippo@kashinokai.or.jp

〒400-0064
若者自立サポートセンターいっぽ

若者自立サポートセンターいっぽ

山梨県甲府市下飯田２丁目 5-40
　　055（232）0122
　　055（232）0122
　　mirai@kashinokai .or . jp

〒400-0064
自立援助ホーム MIRAI

■「家事が大変なのでヘルパーを利用したいがどうすればいいか」
■「母が骨折して、入院してしまった。相談にのって欲しい」
■「健康づくりのために甲府市の運動教室に通いたい」等。
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