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5 月の主な法人行事予定ぽかぽか陽気でカラダはずむ

ホン
マか
いな

『こいのぼり』
●鯉のぼりが多色化したのは「東京オリンピック」の年以後●鯉のぼりが多色化したのは「東京オリンピック」の年以後

●童謡「鯉のぼり」で、お母さんだけ出てこないのは、
　実は「飲みに行っている」という説もある
●童謡「鯉のぼり」で、お母さんだけ出てこないのは、
　実は「飲みに行っている」という説もある

昭和 39 年に初めて、若手鯉のぼり職人達の発想によって五色の鯉のぼりが作られました。オリンピックの
五輪からアイデアをもらったそうです。

旧暦の５月５日は、大体今の６月初旬、ちょうど梅雨入りの時で、稲の収穫が左右されるこの大事な時期に
女性たちが小屋や神社の拝殿にこもり、豊作を祈る日とされていた。その神事が終わった後は、女性たちは
一晩中遊ぶことが許された。という説があるようです。

5 月のテーマは…

今月の

知っTELL
シッテル ?

こいのぼりが
カラフルになった理由は？
こいのぼりが
カラフルになった理由は？

地域包括ケアシステムについて地域包括ケアシステムについて

こいのぼり・つつじ見学こいのぼり・つつじ見学

FMしまばら介護ラジオ生放送FMしまばら介護ラジオ生放送

久保田鈴江様よりNPOしまばらに金一封の寄付を頂きました。

4 月 2日に野の花の庭にてお花見茶話会！桜の花は満開で、風に吹かれて舞うたくさんの桜の花びらがとても美しく、入れたての
抹茶を頂きながらみなさん楽しまれていました。

夜に島原運動公園まで夜桜見学に行って
きました。
甘酒を飲みながらの夜桜は最高でしたね。
新春の夜を思いっきり満喫することが
できました。

ACTIVITY REPORT no.2各事業所のいきいきとした活動をご紹介！

花見茶話会・夜桜見学

し ま ば ら ス ピ リ ッ ト

巻頭
特集

桜見学・男声合唱団・おやつ作り
バーベキュー・鯉の泳ぐ町探索

桜見学・瑞宝太鼓・サッカー観戦

桜見学

ACTIVITY REPORT

各事業所・天候の良い日に

5月25日

答えは最終ページ！
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NPOしまばら
特定非営利活動法人

NEWS

4月12日4月12日

サッカー大会
応援ありがとうございました！応援ありがとうございました！NEWS

Headline

　島原復興アリーナにて職場職域
サッカー大会が開催されました。
チームNPOしまばらも参加し熱戦！
惜しくも１勝１敗で決勝リーグ
には進めませんでしたが春の暖かい日差しのなかでいい汗をかくこと
ができました。ボランティアの皆様もありがとうございました。

NPOしまばら
特定非営利活動法人

NPOしまばら
特定非営利活動法人

しまばら特定非営利活動法人

ロゴマークが
新しくなりました。

NEWS
Pickup

NPOしまばら

NPOしまばら
特定非営利活動法人

NPO しまばら
特定非営利活動法人

今月の

知っTELL
シッテル ?

運営理念である “喜誇心体” からイメージを展開。
組織全体を 1本のクスの木 ( クスの木…①しっかりと地面に根差し、寿命も長い　
②島原市の木として認定されている ) とみたて、葉の部分を表す円は、喜・誇・心・体、
そして「人」を表す。



出典：平成25年3月　地域包括ケア研究会報告書より

※数字は、現状は2011年、目標は2025年のもので、人口1万人の場合

地域包括支援センター・
ケアマネジャー

通院・通所

介  護医  療

老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援　等老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援　等

・在宅医療等
　(1 日あたり
　17→29 人分 )
・訪問看護
　(1 日あたり
　31→51 人分 )

自宅・ケア付き
高齢者住宅

・グループホーム
　(17→37 人分 )
・小規模多機能
　(0.25→2カ所 )
・デイサービス　など

・24 時間対応の定期
　巡回・随時対応サ
　ービス (1 日あたり
　15人分 )

・介護人材
　(219→364
　～ 383 人 )

※地域包括ケアシステムは、
人口 1万人程度の中学校区を

単位として想定

相談業務やサービス
のコーディネートを
行います。

訪問介護
・看護

生活支援・介護予防

地域包括ケアシステムについて巻 頭
特 集

　平成27年度の介護保険制度の大幅な法改正は医療・介護の一体化に向けた制度改革の第一歩として「医療から介護へ」「施設
から住宅へ」を礎に、介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、「医療・介護・介護予防
・生活支援・住まい」の五つのサービスを、一体的に受けられる支援体制を築いていくことを目指しています。この体制は「地域
包括ケアシステム」と言われています。

　平成26年6月18日には介護保険法改正法（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律）
が成立。具体的に病院の機能分化や入院期間の短縮等に対応する「地域包括ケアシステム」の姿が記されています。詳しくは下の図を
御覧ください。

「介護」、「医療」、「介護予防」という専門的なサービスと、その前提としての「住まい」と「生活支援・福祉サービス」が
相互に関係し、連携しながら在宅の生活を支えていくことが掲げられています。

地域包括ケアシステムにおいて、まず必要なのは、単身・高齢者のみ世帯が主流になる中で、在宅生活を選択することの意味を、
本人や家族がしっかりと理解し、そのための心構えを持つことです。

そして、次に地域包括ケアシステムの前提として、生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった
住まい方が確保されていることが、まず第一の受け皿として必要になります。高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた
住環境が整っていることも大切です。

住まいが整ったら、次は心身の能力の低下、経済的理由、家族関係の変化などの
様々な理由があっても尊厳ある生活が継続できるよう生活支援を行っていきます。
生活支援には、食事の準備など、サービス化できる支援から、近隣住民の声かけ
や見守りなどのインフォーマルな支援まで幅広く、担い手も多様になります。
生活困窮者などには、福祉サービスとしての提供も行われることになります。

そして、最後に個々人の抱える課題に合わせて「介護･リハビリテーション」
「医療・看護」「保健・予防」が専門職によって提供されます。ケアマネジメント
に基づき、必要に応じて生活支援と一体的に提供していきます。

3月 29日、中庭の桜の木の下にて花見を行いました。皆さん、満開の桜の下で楽しそうに談笑されながらお食事を摂られました。

　4月 4・5日に予定していた花見を 3月下旬で行い橘神社
と百花台公園に行きました。初日は天候にも恵まれ、さくら
も満開に咲きほこり、薄いピンク色の花びらが舞うたびに、
利用者様は「きれいかね～」「来て良かったぁ」と歓声が
わいていました。

▼3月 21日にたけふえ館内にて瑞宝太鼓の皆様による演奏があり
ました。利用者様も迫力ある力強い演奏に｢元気ばもらったよ｣と
笑顔になられていました。また、演奏者の皆様一人一人の体験談
を話され感動の涙を流される利用者様もいらっしゃいました。

●材料 ( ゼリー型６個分 )
　

厨
房
だ
よ
り

●作り方：

＊豆乳プリン＊

① 材料を鍋に入れ混ぜ合わせる。
② ①の鍋を混ぜながら中火にかける。沸騰寸前で火を止める。
③ ②を型に流し入れる。粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やし固める。
④ 固まったら型から出し、出来上がり。

豆乳・・・300cc
砂糖・・・大さじ３
バニラエッセンス・・・少々
寒天クイック・・・３g

桜見学桜見学

瑞宝太鼓瑞宝太鼓

ACTIVITY REPORT no.1

サッカー観戦サッカー観戦
▲4月 12日に施設職員が参加した、職場職域のサッカー大会を観戦
に出かけました。サッカーを観戦しながら、大きな声援を送ると、職員
も頑張り 3対１で勝つ事が出来、利用者様も「よかったぁ勝ったね」
と喜ばれていました。帰りの車内では「昔はサッカーばしよったとよ」
と昔を思い出し、楽しく話しが弾んでいました。

あ
っ
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く

な
っ
た
ね
〜

３日：バイキング
６日～９日：ツツジ見学
１０日：マンドリンコンサート
１７日：しまむらへ買い物
１９日・２０日：おやつ作り

５月の行事予定５月の行事予定

各事業所のいきいきとした活動をご紹介！

桜見学桜見学

鯉の泳ぐ町探索鯉の泳ぐ町探索
4 月 17日、鯉の泳ぐ町探検で島原の新しい名所｢清流亭｣に行って
来ました。なんといっても鯉の大きさに驚かれていました。

3月 26日にデイ恒例のおやつ作りを
しました。２枚のホットケーキの間に
あんこを挟み、その上にホイップクリ
ームをのせて完成です。利用者様の
手際の良い流れ作業でテキパキと出来
上がり３月の誕生日会に美味しいお花
をそえる事が出来ました。

4 月 12 日、毎月の日曜日のお食事
イベントで今月はバーベキューを行
いました。玄関前にて職員が鉄板で
食材を焼き、作りたての焼きそばや
温かい一口ギョーザなど、次々に提供
すると｢温かくて美味しかぁ｣といつも
と違うおもてなしに喜ばれていました。

バーベキュー男声合唱団 おやつ作り
3月 22日に男声合唱団｢ヨイドーレ｣の
皆様に訪問して頂きました。紳士の皆様
の力強い歌声が静かな健康村に響き渡り、
利用者様も重厚感ある歌声に酔いしれて
おられました。

バーベキュー男声合唱団 おやつ作り

住まい

2 日目では残念ながら車中にて桜を見物し利用者様は｢雨の
降って残念やったね。外に出たかったね｣と話されていました。
利用者様は帰りの車内にてじゃがちゃんを美味しく食べられ
ていました。4月 5日には、残念ながら葉桜となっていた為、
館内にて別の花を飾りお花見弁当を食べました。
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