古川デイサービスセンター
（介護保険）

15

（介護保険・障がい者自立支援）

11

●居宅介護支援事業

吉城居宅介護支援事業所

篤志寄付
物品寄付
平成 年 月 日から
月末までの間に多くの
皆様からご寄付をいただ
きました。心より厚く御
礼申し上げます。
お寄せいただきました
浄財は、利用者の皆様へ
のサービスを向上させ、
よりご満足いただけるよ
うに有効に使用させてい
ただきます。
1

匿名

役員紹介

（一部受託事業）

匿名 様（飛騨市）
一〇万円
匿名 様（飛騨市）
三万円
匿名 様（名古屋市）
五万円
中林 保夫 様（飛騨市）
一〇万円
牛丸 秋憲 様（飛騨市）
米六〇㎏
匿名 様（飛騨市）
二万円
飛騨市社会福祉協議会 様
七万円
岐阜県共同募金会 様
二万五千円
区下部会子供会 様
里芋二〇株
様
綿布三箱
なお、このほかにも衣
類、紙おむつ等いただい
ております。
皆様のお心遣いに感謝
申し上げます。

宮川町女性会

24

お願い
『カ レ ン ダ ー 』
裏が無地のカレンダー
を集めています。
飛騨市障がい者自立支
援施設憩いの家では、カ
レンダーの裏紙を利用し、
リサイクル封筒を作成し
ています。
・裏が無地
・Ａ４サイズ以上
・予定等書き込みのされ
ていないもの
憩いの家に直接お持ち
いただく
か各振興
事務所に
お持ちい
ただけま
すと幸い
です。

『布・ボロきれ』
介護各部門において利
用者さんの身体の清拭等
に、布やボロきれを日々
使用するため、確保に苦
慮しております。
布やボロきれ（綿が最
適）について、譲ってい
ただける方は法人本部、
各デイサービスセンター、
和光園へぜひお願い致し
ます 。

今後も、吉城福祉会で
はボランティアの皆様と
の繋がりを大切にし、共
に歩ませていただきます。

驚かされました。

ボランティアの方と共に歩んでいます
吉城福祉会では、法人
設立当初から、介助ボラ
ンティアや調理ボランティ
アの皆様にご協力をいた
だきながら事業を進めて
参りました。
毎 年 ボランティアの 皆 様
の日帰り研修を企画させ
ていただいておりますが、
今年度は滋賀県東近江市
のあゆみ福祉会「工房しゅ
しゅ」さんへ視察に行っ
て参りました。見学先で
は、観光庁が実施する
「世界に通用する究極の
お土産９選」に選ばれた
お土産品を障がい者の方
が生産されているとのこ
とでスケールの大きさに

込んでいただくと便利です。

フォン等の場合は下 記 バ ー コ ー ド を 読み

アドレスを表示しておりますし、スマート

にてお寄せください。当 新 聞 上 部 欄 外 に

問い合わせ等についてはお気軽にメール

しておりますのでぜひご覧ください。

ホームページにはより詳しい情報を掲載

ホームページのご案内

稲葉眞智子
岩佐美保子
春見和美
住田祐子
下出ひで子
森下登美江
奥田康弘
立田泰夫
下田良一

奈木良平

理事
吉實康男（理事長）
中村守隆（副理事長）
斎藤 健 （副理事長）
橋本正人（常務理事）
望月聖子 下田良一
奥田康弘 田口理子
藤戸紹道

ボランティアさん募集

田端 徳弘 様（飛騨市）
一〇万円
匿名 様（飛騨市）
五万円
様（飛騨市）
五万円

4

飛騨市障がい者生活支援センター

監事
田中教惠

●相談支援事業

平日受付8:00～17:00 担当:山腰
℡0577-73-7715

12

飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家

評議員
古田信弘
牛丸多江
吉野弘子
橋本正人
川嶋久尚
岡崎富男
新谷 功
中齋悦子
佐藤邦宏
田口理子

●就労継続支援Ｂ型事業

各デイサービスセンターではボランティア
の方を募集しております。
利用者さんの入浴後の整容等をしていただ
く介助ボランティアと、給食調理の補助をし
ていただく調理ボランティアがあります。
やりがいをもってご活躍いただける方、ぜ
ひお願いいたします。

27

≪採用時期は面談の上決定します≫
詳細は下記へご連絡ください。
平日受付8:00～17:00 担当:山腰
℡0577-73-7715
（指定管理）

日 時間以上 週
･ 日以
上ゲーム機を使用するこ
と）を育ててしまう。
…大人には少しどきっ！
とする内容ですね。忙し
い毎日でなかなかゆっく
りとした時間を作ること
が難しいこともあること
でしょうが、なによりも、
親子・孫と一緒に本を楽
しむ時間って素敵だと思
いませんか？今夜はみん
なで読書タイムを楽しん
でみてはいかがですか❤

理事長 吉實康男

（指定管理）

一、そもそも家庭で本を
読む習慣が無い。（大人
が家庭で本を読むことが
無い）
二、「読んで…」と言わ
れても「ちょっとまって」
「後で」と用事がすむま
で読まない。
三、字が読めるようになっ
たら自分で読ませる。
四、読んだ後、必ず感想
を聞く。
五、読んでいる時に話し
かけたり中断させる。
六、絵本の内容を教訓に
使う。（ちゃんとやらな
いと、こうなるよ…等）
七、子どもの好きなテレ
ビ番組・ＤＶＤ・ゲーム
等、時間を決めず自由に
使わせて、ゲーム脳（

吉城ホームヘルパーステーション古川

4

社会福祉法人
吉城福祉会
☎0577-73-7715

養護老人ホーム和光園

祉会

●訪問介護事業

2

ど、生活の中で生まれる
様々な福祉ニーズに的確
に対応し、市民の皆様が
安心して暮らしていくた
めのお手伝いができるよ
う、専門性と質の向上を
目指して参ります。

●養護老人ホーム事業

昨年のことになります
が、お笑い芸人の芥川賞
受賞が話題になりました
ね。本が好き！と
いう気持ちを育ん
でいくことも私た
ち保育士は大切な
ことだと思ってい
ます。
しかし乳幼児期
は子どもが自分で
絵本（本）を選ぶ・
読 む こ と が 難 し く、
どうしても大人の
助けが必要になり
ます。せっかくの
読書タイムもこん
なことをしてしまっては
逆効果 子どもを本嫌い
にさせてしまうかもしれ
ません。

●通所介護事業

資格：保育士
休日：土、日、祝日
月額：154,000円～190,000円
(通勤手当等あり)
賞与：前年度実績2.5カ月分
勤務形態：7:30～18:30の内8時間
(休憩60分)
早番・普通番・遅番…シフト制
月に数回土曜勤務あり
増島保育園 （指定管理）

看護業務又は介護業務
（介護保険・障がい者自立支援）

〒509-4221
飛騨市古川町
若宮二丁目
1番60号

●保育園事業

○デイサービスセンター
宮川デイサービスセンター

保育士
（介護保険・障がい者自立支援）

訪問介護員(ヘルパー業務)

城

本年もよろしくお願いいたします
（介護保険・障がい者自立支援）

○飛騨市立増島保育園
吉城訪問入浴介護やすらぎ

資格：ヘルパー2級以上 資格取得者優遇
時給：1,000円～1,080円(通勤手当等あり)
勤務形態：週に１～5日程度
7:00～21:00の内2～4時間程度
勤務日数や勤務時間は相談に乗ります
河合デイサービスセンター

皆様におかれましては、
ご家族お揃いで輝かしい
新年を迎えられたことと
存じます。
社会福祉法人吉城福祉
会は、飛騨市の合併に先
駆けて平成 年 月に古
川町、河合村、宮川村の
各社会福祉協議会から介護
サービス部門が独立統合し
て誕生し、おかげさまで
年目となりました。
老人、保育、障がいな

●訪問入浴介護事業

?!

○ホームヘルパーステーション

吉 福 新聞

サービス提供事業紹介

1

13

資格：看護師・准看護師
休日：1カ月10日休日(日曜休み含む)
月額：163,000円～205,000円
(通勤手当等あり)
賞与：前年度実績2.5カ月分
勤務形態：1日8時間勤務
7:30～18:30の内8時間
(休憩60分)
早番・普通番・遅番…シフト制
（介護保険）

「保育士」からのひとこと

スタッフ募集!!

平成２８年 １月
メールyosikifukusikai@helen.ocn.ne.jp
ホームページhttp://www.yosikifukusikai.jp
１月

平成２８年

ＦＡＸ０５７７－７３－７１３３
☎０５７７－７３－７７１５

養護老人ホーム和光園

65

の促進及

び自立の

養護老人ホームは 歳以

上の方で、環境上の理由、

ために必

要な指導

及び訓練

その他の

援助を行うことにより、入

所者がそれぞれの有する能

力に応じ自立した日常生活

を営むことができるように

することを目指します。

※飛騨市及び振興事務所

が申し込み窓口です。事

前にご連絡いただけ

居宅介護支援事業
『もっと体を良くして自立して生活したい』
『どのように自宅で介護していけばいいのか』
などご本人やご家族の希望に添って一緒に考え
介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、自
立を支援できるように相談援助業務を行ってい

ればいつでも見学で

きます。

『今日も楽しかった！』
と思える保育を目指しま
す。
❤子育て支援（【おひさ
ま広場】入園前のお子さ
ん対象）も行っています。
皆さん遊びにきてくださ
いね。

『
今日も楽しかった！』

の建物内に併設されてい
ます。障がいをお持ちの
方が、ヘルパーや通所施
設等の福祉サービスを利
用しやすいように、施設
と利用者の懸け橋となり
ます。介護保険制度にお
けるケアマネージャー的
な存在である「相談支援
専門員」が、生活してい
く上で困っていることや
希望などをお聞きし、将
来に向けて一緒に考え、
一緒に歩んでいきます。
ご相談は無料です。自分
自身のことで、ご家族の
ことで、気になることが
あればお気軽にご相談く
ださい。

吉城福祉会には古川・河合・宮川デイサービスがあります。生まれ
育った場所で馴染みの人たちとまた子供の頃を過ごした懐かしい仲間
と昔話に花を咲かせたり、世間話をしたりして和やかなひと時を送っ
てもらえるデイサービスです。自分だけでは外出が難しくなったり、
入浴など介護の手が必要になったら介護保険のデイサービスを利用し
ていただきます。自宅まで送迎バスがまいります。入浴・食事・簡単
な体操やレクリエーションを行っています。ベッドやソファーでくつ

ますしまほいくえん

商品作りや企業からいた
だく内職作業、憩いの家
の外に出かけて行う施設
外就労等の作業（福祉的
就労）を通し、働く楽し
さや喜びを感じたり、個々
の可能性を見い出してい

くための就労支援施設で
す。
障がいを持った方の
「こんな自分になりたい」
という希望や、「自分に
はどんなことができるの
だろう」という不安や期
待に寄り添い、その
方の持っている力を
伸ばしていけるよう
に支援していきます。
就職を目指したい人
はもちろん、その方
にとっての社会的及
び精神的自立を目指
し、今の自分から一
歩踏み出すために、
ともに考え行動して
いきます。

飛騨市障がい者

生活支援センター

飛騨市障がい者生活支
援センターは、憩いの家

通所介護事業

いっぱい遊んでいっぱい笑ってみんなが笑顔でいられる増島保育園

二歳児までのお子さんに
は、ゆったりした環境の中
で一人ひとりの子どもへの
スキン
シップ
を大切
にしな
がら細
かい援
助をし
ます。
三～五歳
児は友だちと一緒の生活の
中で個性を大切にした保育
を行 い、
いろん
な触れ
合いを
通して
思いや
りの心
を育て
ます。

憩いの家

憩いの家は古川町に初
めてできた障がい者のた
めの施設です。
憩いの家のオリジナル

憩いの家の作業の様子

平成２８年 １月
または経済的な理由により

こんなサービスをしています！

居宅において養護を受ける

ホームヘルパーは、介護を必要とされ
る方のご自宅に伺い、オムツ交換・食事
介助等の身体介護や、掃除・買い物等の
生活援助を行うサービスです。
ほぼ３６５日朝６時から夜１０時まで
活動しており老人介護の他、障害者（児）
の支援もしております。１０年以上ヘル
パーをしているスタッフが多く揃ってお
りご利用者とより身近な関わりを持てる
ヘルパーとして、笑顔で温かいサービス
を提供できるよう心掛け活動しています。

ことが困難

社会 復帰

訪問介護事業

な 方を 、市

ホームページhttp://www.yosikifukusikai.jp メールyosikifukusikai@helen.ocn.ne.jp
が 措置 する

平成２８年 １月

老 人福 祉施

ＦＡＸ０５７７－７３－７１３３

設です。

☎０５７７－７３－７７１５

ろいでいただく事も家から持ってきた手芸や趣
味を行う事も自由です。体の自由がきかなくて
もその人らしく楽しんでいただきたいと思って
います。
なお、古川デイサービスでは個別機能訓練を
行っています。指導員が計画した運動を職員が
付き添って毎回行います。少しの時間ですが
個性派役者がそろっています
毎回行ううちに少しづつ力になってくるのを
実感していただけると思います。

ます。要支援１～２の介護予防と、要介護１～
５の介護給付の方が対象です。ハートピア古川
内に事務所があ
りますので、気
軽にお立ち寄り
どんなことでも
お話し下さい。

訪問入浴介護事業
介護 認定を受 けら れた 方及び 障害 をお 持ち
の方を対象に、ご自宅での入浴が困難な方へ、
簡易の浴槽を設置して入浴いただくサービスで
す。飛騨市内全域へ移動入浴車両で何処へでも、
ご利用者からの依頼がございましたら、専門ス
タッフがご自宅に伺いご利用者に寄り添いなが
ら、安全で快適なサービスの提供を行っており
ます。移動入浴車は、
２４時間テレビより
寄贈いただきました
車両を使用しており
ます 。

宮川デイサービスの畑

おやつ作り♪

嬉し楽しレクリエーション

