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社会福祉法人の意義

「社会福祉法人のあり方等に関する検討会」において、今後の社会福祉法人がどのような存在であり続けな

ければならないかの議論がなされています。介護保険法の成立を受けて平成１２年に社会福祉基礎構造改革

が行われ、社会福祉法人の幅広い見直しが行われました。社会構造の変化や多様な利用者ニーズに応えるた

めに、現在「地域包括ケアシステム」の実現が目指されています。地域におけるサービスの拡充が求められ

る中、社会福祉法人に次のような厳しい指摘がなされています。

①内部留保に関するもの

②財務諸表の公表に関するもの

③経営管理の強化とイコールフッティングに関するもの

平成２６年６月に、①社会福祉法人の財務諸表の開示や経営管理体制の強化 ②非課税に相応しい地域・

社会貢献の義務化が閣議決定されました。

以上のように社会福祉法人は、厳しい意見や要求にさらされています。

これらの課題を乗り越えて、より信頼を高め福祉ニーズに応える努力をして、地域や社会に貢献できるよう

に取り組んで行きたいと思っています。

ひかり苑 施設長 南山 徳英

◇ 春の家族会

一部説明会、二部個別相談会、三部昼食会と

いう内容で４月２７日（日）に実施いたしました。

多くのご家族・関係者の方々に来苑していただき、

ありがとうございました。

昼食会のコンセプトは「飾らない普段通りの昼

食」「食事や水分でむせやすい方へ提供している

食事形態の試食」でした。私はお茶ゼリーの試食

を楽しみにしていましたが、想像以上に飲みやす

かったです。

ご利用者も一緒に参加していただき、とても

和やかで楽しい時間を過ごすことが出来ました。

生活相談員 片岡 由佳

行 事
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施設長からのメッセージ

◇ 七夕

今年度は、今までと違い笹を使用せず、模造

紙に色画用紙で笹を描き、ご利用者や職員に短

冊を書いていただき、折り紙で飾りを作った物

を貼り付け、各食堂に飾らせていただきました。

前日の７月６日には七夕ということで星にち

なんだ曲などを演奏し歌を歌いました。

星にちなんだ曲は意外とたくさんありますが、

季節を感じられ、楽しい一時を過ごせたのでは

ないかと思われます。

介護職員 宮﨑 絵美
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機能訓練士だより

ご利用者紹介

豊島 一男様
大正１４年３月３１日生まれ ８９歳

長野県生まれ。

奥様とはお見合い結婚

だそうです。

結婚後は東京・向島で

金平糖を作る職人をやられ、

趣味は書道、絵画、読書と多趣味をお持ちになって

います。

ことに読書はお好きで、夜遅くまで本を読まれて

いるお姿を居室で見受けます。

又、週１回ジュースやお茶を購入するのが楽しみ

のご様子です。

介護職員 山川 柳子

細田 定子様
昭和４年８月２日生まれ ８５歳

昭和４年台湾でお生まれ

になり、１４歳で鹿児島の

霧島に来られ、２０歳頃に

上京。都庁に勤められたと

いうしっかり者の細田様は、

ひかり苑ではとてもお元気に

過ごされていらしゃいます。

いつも面白いお話をしてくださり、楽しませて

もらっています。時には職員にアドバイスなども

して下さり、私達も支えられています。

これからもよろしくお願いします！

介護職員 高浜 有里

「ミロ」＆「コロ」 ありがとう！

アニマルセラピーってご存知でしょうか？

動物介在療法のことで、治療を目的として専門的な知識を得た人が行う一つの医療です（諸外国）。

日本ではまだこの域になく、動物介在活動としてボランティア団体や個人が施設などに動物を連れて行き、

参加者とコミュニケーションを図ってもらい、ヒーリング（癒し）効果を発揮します。

相手の動物に対して可愛いから触れてみたい、動物に自分の存在を分かって欲しい、自分を必要として

くれる誰かがいるという風に変化し、意欲面や身体機能、免疫力（対人等）を向上させます。

人と人の間の潤滑油となり間に動物がいると見知らぬ人でも

無意識的に警戒心を解いてしまうようです。

セラピー犬「ミロ」は、８年間に渡り月２回ひかり宛に来苑し、

感情や活動性の低いご利用者をハッピーに、笑顔にして頂きました。

またご利用者間の空気を読んだり、求めに応じたり気遣いまでする

大変賢い犬です。

人間で言うと「コロ」は２５歳と若く「ミロ」は８５才。

「ミロ」は介護を必要とする年齢です。だんだんと歩けなくなり、

頸椎の手術や難治性の病気により今年５月、セラピー犬として活動

できなくなり引退となりました。

日頃、リハビリする上で人の心を動かす難しさを痛感致しますが

セラピー犬「ミロ」から教えて頂きました。ご利用者共々ありがとう。

よき老後を！

機能訓練指導員 村上 誠

垂れ幕でミロを送り出すご利用者



3

５月９日にサンドイッチバイキングを行いました。バイキングという

と一箇所に様々な料理が並んで、好きなものを好きなだけ食べるイメー

ジですが、ひかり苑では食事形態や身体機能の問題から、なかなかバ

イキング形式はできませんでした。

しかし、とある調理員からの「バイキングをやってみたい」との声

があがり、今回初の試みとなったのです。

食べる人が食事を取りにいくのではなく、食材がご利用者のもとへ

行くという形式でしたが、結果、大成功でした。

お粥を食べているＡさんは様々な味のパン粥を用意したところ、普

段より食事の進みがよかったです。また、別のＢさんは「こんな食事

初めて！好きなのが選べて楽しい！」とかなり楽しんでいただいてい

るようでした。

短い時間でしたが、いつもより楽しい食事時間を体験していただけ

てよかったです。ちなみに他にもおかずはあったのですが、そちらは

手を付けず、サンドイッチばかり食べる方が多かったようです。

次回はどんなバイキングにするか乞うご期待！

管理栄養士 相馬 君代
5/9（金）メニュー

・サンドイッチバイキング

ハムサンド

卵サンド

えびカツサンド

ジャムサンド

フルーツサンド

・クリームコーンスープ

・チキンのオーブン焼き

・海草サラダ

・プリン

施設の料理シリーズ

サンドイッチバイキング

ボランティア活動紹介
シーツ交換

週２日に分け、月曜日と水曜日にご利用者のシーツ交換を行っています。

職員だけでは、限られた時間内に終わらせることが難しいので、

ボランティアの皆様にお力添えをいただき、とても感謝しております。

「こちらでシーツ交換をしてから、テニスに行くととても調子がいいのよ。」

と笑顔で話して下さる方もいらっしゃり、嬉しい気持ちで一杯になります。

ご利用者もボランティアの皆様との何気ない会話や、あいさつを交わすこ

とで地域との交流の場もでき、楽しまれています。

ボランティア委員 涌井 麻理耶

介護支援専門員として入職し、あっという間に２ケ月が経過しました。皆様の馴染みの

ある地域で安心して生活して頂けるよう、皆様と共に一緒に考えながら頑張っていきたいと

思っています。宜しくお願いします。

介護支援専門員 津守 ひろみ

職員紹介

甘くて

おいしい～

毎週２回来られ、とても助かります！

食材がご利用者のもとに
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26年度 ７月～９月 予定
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

・生活リハ ・理美容
・ブンネ

・中堅職員研修

6 7 8 9 10 11 12

・七夕 ・生活リハ ・書道クラブ

13 14 15 16 17 18 19

・生活リハ ・ホーム喫茶 ・ブンネ

20 21 22 23 24 25 26

・生活リハ ・音楽療法

27 28 29 30 31

・生活リハ ・夕涼み会 ・ＡＥＤ講習会

日 月 火 水 木 金 土
1 2

・ブンネ

3 4 5 6 7 8 9

・生活リハ
・理美容

・迎え火
・お盆法要 ・送り火

10 11 12 13 14 15 16

・生活リハ ・音楽療法 ・ブンネ

17 18 19 20 21 22 23

・生活リハ ・ホーム喫茶 ・防災訓練
・サンホーム

合同カラオケ

24 / 31 25 26 27 28 29 30

・生活リハ ・ブンネ

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

・生活リハ ・理美容
・ブンネ

・ハラスメント研修
・敬老会

7 8 9 10 11 12 13

・生活リハ ・お月見

14 15 16 17 18 19 20

・生活リハ ・ホーム喫茶 ・副主任研修 ・ブンネ

21 22 23 24 25 26 27

・生活リハ
・音楽療法

・防災訓練

・サンホーム

合同カラオケ

28 29 30 31

・生活リハ


