
　9月7日に年1度の恒例行事「サルビア
祭り」を開催しました。
　秋晴れの中、たくさんの来場者とたくさ
んの方に支えられながらにぎやかに開催
できました。
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　小規模多機能型居宅介護とは、利用者や

家族の状況に応じて「通い」「訪問」「泊ま

り」を同じ事業所で提供するサービスで

す。住み慣れた自宅や地域での生活の継続

を目的としています。

　１０月１２日に日本列島に上陸した台風第１９号等の記録的

な大雨がもたらした影響で長野県内をはじめ、関東、東北各地

での河川氾濫等により多くの住民の皆様が犠牲になられ、ま

た、住宅等の浸水により被災され、今だ避難生活を余儀なくさ

れている皆様に心からお見舞いを申し上げる次第です。

　今回の災害の多くは、想定を超える水量による河川の氾濫に

より多くの皆様が犠牲になられたもので、高齢者の皆様をお

世話している私どもとしても、改めて、想定外の事態に対応す

る難しさを感じました。一日も早く日常生活が安定されるよう

願うものです。

　さて、私ども社会福祉法人梓の郷も梓川地区をはじめ、様々

な皆様のお支えを頂き、統合して２年半が過ぎました。これまで

の間、住み慣れたまちにいつまでも暮らしたい。ご家族がいつで

も行ける身近なところに安心してゆだねたい。そんな願いにお応

えできるよう、行政・医療機関・地域の皆様と連携し、それぞれ

の施設の居室を自宅と捉え、積極的に取り組んでまいりました。

　これからは、各施設が取り組んできた役割を受け皿として、

高齢者の皆様の、「出来る限り住み慣れた自宅や地域との関り

を持ちながら生活を送りたい。」という願いと、それを支えるご

家族の、「介護のために自分の生活や自由を犠牲にせず、支え

ながら自分らしい生活を続けたい。」という思いに出来る限り

応えていきたいと考えています。

　そうした中で、高齢者ご本人の様態や希望、さらにはご家族

の願いに応じて、施設に「通える」「泊まれる」「ご家庭に訪問

する」サービスを組み合わせた「小規模多機能型居宅介護施

設」を地元梓川地区に検討しているところです。こうした取り組

みと従来からの施設介護を繋げることにより、切れ目のない介

護サービスが提供できることを願っております。

　さらに、こうした介護を必要とする高齢者の皆様を支援して

いくことはもちろんですが、出来る限り、健康で地域のなかで

元気に活躍していただくことへのお手伝いも私ども法人の使命

と考えております。

　検討中の施設においては、松本大学様やまる山菓子店様な

どと連携して、高齢者のみならず、地域の皆さんが集い、地域

で元気で暮らせるための社会参加意欲の向上に繋げていきた

いと考えております。

　今後も地域の皆様からお支え頂き、社会福祉法人としての

使命を果たしてまいります。

図：全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会
　　小規模多機能居宅介護のご案内より

特別養護老人ホーム（特養）とは
　自宅での介護が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を提供する施設です。
　原則として要介護3以上の認定を受けた高齢者が入居でき、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世
話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
　なお、「特別養護老人ホーム」は老人福祉法上の呼び方で介護保険上では「介護老人福祉施設」と呼ばれています。

ショートステイとは
　要介護の高齢者が数日～1週間くらいの短期で施設に入居できるサービスのことです。連続利用日数は最長
30日までとなっており、ショートステイは短期入所生活介護ともいわれております。

日常イベント
　毎月定期的に行われているイベントを紹介します。イベントの多くは地域のボランティアの方に支えられております。

（月2回） （月1回程度） （月1回程度） （週1回程度）

7:00 起床
 整容
 7:50 朝食
 9:00 お部屋で過ごす
10:00 お茶
 リビングで過ごす
12:00 昼食
13:00 お部屋で過ごす
14:00 イベント参加
15:00 リビングで過ごす
18:00 夕食
19:30 就寝

Aさんの場合

8:00  起床
 整容
8:20 朝食
9:00 リビングで過ごす
10:30 お茶
 リビングで過ごす
12:00 昼食
13:30 入浴
15:00 おやつ
15:30 お部屋で過ごす
18:00 夕食
20:00 整容
 就寝

Bさんの場合

サルビアの特養は全室個室
入居者の個性に合わせた部屋
作りができます

個室

家庭のようなリビング

リビング

入居者も一緒に、食事の準備

食事の準備

入浴介助は職員と１対１で行
います

入浴

理髪 園芸クラブ コンサート カラオケ

切れ目のない
介護を目指して

梓の郷 施設紹介

介護老人福祉施設サルビア（特別養護老人ホーム）

小規模多機能型
居宅介護とは

社会福祉法人　梓の郷
総務部長

麻 田  仁 郎

梓の郷は2019年10月現在、5拠点11事業所を運営しております。
今回のあっとホームだよりでは各施設の違いと一日の生活を紹介していきます。

入居者のある一日
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居宅介護支援とは
　ケアマネージャー（介護支援専門員）が、ご
本人やご家族の要望、生活環境を確認し、適切
な介護サービスが受けられるようサポートを行
います。
　ご自宅での生活が継続できるよう、介護保険
の調整からご利用までケアマネージャーがお手
伝いさせていただきます。

ヘルパーステーションとは
　ホームヘルパー（訪問介護員）が利用者の自宅
を訪問し、食事や入浴、排せつ等の身体介護や
掃除や洗濯、買い物等の生活援助を行います。
　住み慣れたご自宅で安心して生活できるよ
う、ヘルパーがお宅を訪問し家事や介護のお
手伝いをさせていただきます。

グループホームの庭で野菜を栽培
採れた野菜はみんなで召し上がります

おたっしゃカフェの一コマ
新聞朗読の時間です

入居者同士協力しながら日常生活を過ごして
います

地域の方との交流も盛んです

住宅型有料老人ホームとは
　高齢者が入居し、食事や生活支援サービスを提供する施設です。介護保険サービスが必要な場合は、外部のサー
ビス利用します。

イベント
各施設で行われたイベントを紹介します。

サービス付き高齢者向け高齢者向け住宅（サ高住）とは
　有料老人ホームのひとつとして位置づけられており、上記の住宅型有料老人ホームと同様のサービスを提供する
施設です。
　住宅型有料老人ホームとの違いとしては、安否確認・生活相談のサービス※が必須になっている点や収納や個室
トイレなどお部屋の設備に決まりがある点などが異なります。

※あんじゅり・愛香里・泉の里・千歳緑とも
・訪問介護事業所併設  ・24時間介護の資格を持った職員が在駐  ・介護保険サービスを選択できる体制になっております。

グループホームとは
　認知症と診断された要支援2以上の高齢者を対象にした少人数で共同生活をする施設です。グループホームは認
知症対応型共同生活介護ともいわれております。
　食事の支度や掃除、洗濯などの日常生活を介護職員のサポートを受けながら入居者同士一緒に行いながら、住み
慣れた地域で家庭と同様の雰囲気の中で過ごす場所です。

7:00 起床
 バイタルチェック
 整容
8:20 朝食
9:00 リビングで過ごす
10:00 畑の野菜収穫
11:00 ティータイム
12:30 昼食
13:00 お部屋で過ごす
14:00 入浴
15:00 ティータイム
16:00 リビングで過ごす
18:00 夕食
20:00 整容
 就寝

（あんじゅり） （愛香里） （泉の里） （千歳緑）

6:00 起床
 整容
7:40 朝食
9:00 お部屋で過ごす
10:00 訪問看護
 (外部サービス）
11:50 昼食
13:30 掃除（生活支援）
14:00 お部屋で過ごす
15:00 おやつ
16:00 ホールで過ごす
17:50 夕食
19:00 就寝

Aさんの場合

6:30 起床
 整容
7:40 朝食
9:30 入浴（身体介護）
10:30 お部屋で過ごす
11:50 昼食
12:40 お部屋で過ごす
14:00 イベント参加
15:00 おやつ
16:00 お部屋で過ごす
17:50 夕食
18:30 ホールで過ごす
19:30 就寝

Bさんの場合

介護の専門資格を持った職員
が24時間在駐しています

生活支援サービスで、掃除・洗
濯も実施

身体状況に合わせた入浴をし
ます

昼食前の体操

おやつレク 食事会 コンサート 夏祭り

入居者のある一日

住宅型有料老人ホーム
あんじゅり・愛香里・泉の里
サービス付き高齢者向け住宅 千歳緑

グループホームサルビア

居宅介護支援事業所
サルビア

入居者のある一日

畑

おたっしゃカフェ 地域の方の協力

共同生活

・介護相談　・介護申請手続き代行
・介護サービスが適切に受けられるようにケ
 アプランの作成 

主なサービス内容

ヘルパーステーション
サルビア

・食事・入浴・衣類着脱・排せつ等の介助
・調理・掃除・洗濯・買い物等の家事の援助
・生活や介護についての相談や助言

主なサービス内容

あ　か　り

ちとせ みどり
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サービス付き高齢者向け住宅 千歳緑

グループホームサルビア

居宅介護支援事業所
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畑
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主なサービス内容

ヘルパーステーション
サルビア

・食事・入浴・衣類着脱・排せつ等の介助
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あ　か　り

ちとせ みどり
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デイサービスとは
　在宅で暮らす高齢者が通って利用するサービスです。送迎付きで食事や入浴、レクリエーション、機能訓練などを
受けられます。デイサービスは通所介護とも言います。

9:00 美事到着
 体温・血圧測定
  一日の予定を決める
9:30 機能訓練
10:00 体操
10:30 パン作り
11:30 トリム
12:00 食事
13:00  お昼寝
14:00 書道
15:00 おやつ
15:30 運試し
16:00 美事出発

企業主導型保育所とは
　法人が職員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育所です。
　法人職員の子育て支援の一環として作られた施設ですが、地域の方も保育所の利用ができます。

8:30 登園
9:00 出席調べ・手遊び
 午前中のおやつ 
9:30 お散歩
11:30 昼食
12:30 お昼寝
14:30 起床
15:00 おやつ　
15:30 室内遊び  
17:00 お迎え

個々に一日の予定を決めます
自分の決めた予定に合わせて
活動していきます

リハビリの職員が、個々の状
態に合わせて訓練を行います

一番人気のプログラム
手作りでおいしいと好評です

楽しく頭と体を動かすミニリ
ハビリ、気軽にできるものば
かり

利用者同士先生と講師になっ
て、教室が開かれることもあ
ります

帰宅前の最後の盛り上がりど
ころ、お手玉をずーらの一獲
千金に挑戦

一日の予定 機能訓練 パン作り

トリム

施設内通貨
ずーら

お散歩の風景 定員12名の少人数保育を
実施

高齢者との異世代交流も盛ん
です

趣味活動（書道） 運試し

サルビアおたっしゃカフェ

布ぞうり・手まり体験教室

AGEsって何？ サルビアに測定機を設置しました

食事などで過剰に摂りすぎてしまった「糖」と、人
間の体を主に構成している「タンパク質」が結びつ
くことで体内に作られる「最終糖化産物（AGEs）」
と呼ばれる物質のことです。

開催時間
開催場所
参加費
開催日程

　介護の話、誰とでも気軽に話せる場所があったらいいね……。
　そんな思いからおたっしゃカフェができました。悩みのある方・悩みのない
方、誰でも一緒に語れる集いの場所です。
　皆様のお越しをお待ちしております。

おたっしゃカフェの
お問い合わせ先

グループホームサルビア
0263-88-7298（担当：西澤）

日　程
場　所

対象者
時　間

参加費
定　員

　デイサービス美事では小学生を対象にした布ぞうりと手まり作りの体験教室
の参加者を募集しています。　
　講師にはデイサービスを利用するお年寄りの方が勤めて下さいます。昔ながらの
ものづくりを味わってみませんか？お問い合わせだけでも大歓迎です！

体験教室に関しての
お問い合わせ

0263-31-6677
（デイサービス 美事 深沢まで）

　「生活習慣の成績表」として新たな健康・美容の指標として注目されて
いるAGEsの測定器をサルビア1階・地域交流スペースに設置しました。
　どなたでも無料で測定できますので、サルビアにお越しの際に是非、
ご利用ください。

9:30～11:30
サルビア1階  地域交流スペース
100円（飲み物・お菓子付）
第1火曜日
12月3日  1月7日  2月4日  3月3日

・健康体操教室
・ハンドベル演奏会
・特殊詐欺勉強会　　など

今年度開催した催しもの

毎週土曜日
デイサービス美事
（生活アシストセンター松本1階）
無料
1日 １～２人程度

小学校４～６年（男女）
１～２時間程度
（作業速度により変動あり）

AGEsとは

体
験
教
室
の
詳
細

デイサービス  美事

利用者のある一日

保育所  さるびあ（企業主導型保育所）

園児のある一日

梓の郷 掲示板みごと
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梓の郷では[ 施設見学]大歓迎しています

・梓の郷の施設でイベントを開きたい ・保育所の見学をしてみたい　

・梓の郷で働いてみたいけど、
  事前にどんな職場なのか知りたい

[職員募集・施設見学]お問い合わせ先　　0263-31-6231 梓の郷 総務部まで

・施設の入居や利用を考えているけど
 どんな施設か知りたい

第
45号

　
令
和
元
年
12月

1日
 発
行

発
行
者
／
社
会
福
祉
法
人
 梓
の
郷
　
編
集
／
梓
の
郷
 総
務
部

所
在
地
／
〒
390-1701 松

本
市
梓
川
倭
3234-15　

TEL.0263-31-6231　
FAX.0263-31-6232　

HP:azusanosato-salvia.jp

各事業所の住所と電話番号

あ
っと
ホ
ー ムだ
り
よ

ここにはたくさんの笑顔があります

社会福祉法人 梓の郷　職員募集

お寄せいただいたご意見・ご感想等は、日々の業務並びに次回以降
の広報紙作成の励みにしてまいります。ご意見ご感想募集します

●介護老人福祉施設　サルビア

●住宅型有料老人ホーム あんじゅり

●住宅型有料老人ホーム 泉の里

●住宅型有料老人ホーム 愛香里（あかり）

●サービス付き高齢者向け住宅
　千歳緑（ちとせみどり）

●デイサービス 美事（みごと）

●グループホーム サルビア

●居宅介護支援事業所 サルビア

●ヘルパーステーション サルビア

●保育所さるびあ

●社会福祉法人 梓の郷　総務部

〒390-1701　長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-78-7288

〒390-1701　長野県松本市梓川倭2317-1 TEL:0263-78-6566

〒390-0852　長野県松本市島立771-1 TEL:0263-31-0567

〒390-1701　長野県松本市梓川倭2675-1 TEL:0263-88-2381

〒390-0828　長野県松本市庄内3-4-41 生活アシストセンター2階 
　 TEL:0263-31-5516

〒390-0828 　長野県松本市庄内3-4-41 生活アシストセンター1階 
　 TEL:0263-31-6677

〒390-1701　長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7298

〒390-1701　長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-3026

〒390-1701　長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7296

〒390-1701　長野県松本市梓川倭3234-1 TEL:0263-88-2761

〒390-1701　長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-31-6231

など…皆さまからのお問い合わ
せをお待ちしております!




