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向にあります。このニーズは今後も増すと考えられ
ており、厚労省は16年度に190万人だった介護人材
を25年度までに55万人増やす必要があると試算し

2019年を
迎えて
理事長

森山

領

ています。国家資格である介護福祉士の受験者数
は、2017年度には９万人と2015年度の６割にまで落
ち込み人材不足は深刻です。介護業界が、他職種に

新年あけましておめでとうございます。
昨年９月６日、午前３時過ぎに発生した北海道胆

比べ離職率が高い職種であり、昨年公表された６年
ぶりの報酬率プラス改定も、介護業界の人材不足を
改善に導くための一策であると思われますし、人材

振東部地震で被害に遭われた皆様にお見舞い申し上
げます。
災害の少ないまちと言われている旭川でも震度４

確保のために今回の外国人労働者受け入れ拡大にも
繋がっていると思います。当法人もこれらを見据え
て、人材確保を行っていかなければならないと考え

を記録し、ブラックアウトを経験いたしました。当
日、職員も早い段階で信号機も点かない道路で通勤
し、食事の提供や水の確保等に追われていました

ています。
2020年の春には、森山病院が旭川駅周辺に新築移
転するために本年から建設工事が着工します。移転

が、森山病院と敬生会の各施設は６日の午前中に復
旧し、午後からはほぼ通常業務に戻ることができま
した。１週間程は食材の変更や確保に一部影響が出
ましたが、ほぼ平常業務を送ることができましたこ
とは幸いでした。今回の災害は９月でしたが、冬季
間の停電を想定した場合の備えとして、非常用自家
発電機・ポータブルストーブなどの防寒用具の確
保、断水に備えた生活用水、飲料水の確保、通信が
止まった場合に備えた通信手段のバッテリーや複数
の通信手段の確保、物資の備蓄では食料、飲料水、生
活必需品、医薬品、衛生用品、空調設備稼働用の燃
料の確保等、準備を進めています。今回の停電で地
震など直接の被害がなくても生活に支障が出て、い
かに電気に守られ、電気に慣れた生活を送っていた
か改めて痛感いたしました。職員も災害に対する意

後には健康をテーマに健診部門を強化することにな
りますし、いつまでも健康でいられるよう急性期の
医療から在宅医療・介護が必要な状態まで、それぞ
れの段階に応じたサービスを提供し、しかも切れ目
がない医療提供体制の構築と地域包括ケアシステム
の構築を図って参ります。
森山グループは、制度がどのように変わっても市民
の皆様が安心して利用いただけるようサービスを提
供して参ります。
末筆になりますが、皆様にとって輝かしい一年で
ありますよう祈念いたします。

識が変わったものと思います。
また、昨年は介護保険制度が改定され、①地域包
括ケアシステムを推進する、②自立支援、重度化防
止の取り組みを強化して質の高い介護サービスを実

員共済会による「長期就任理事長等特別表彰」を森
山理事長が受賞されました。
理事長は永年にわたり民間社会福祉事業の振興に
貢献し、会員として共済会の運営に協力したことに

現する、③介護人材の確保を目指し、生産性を向上
させる、④介護サービスを適正化し、介護保険制度
の安定性・持続可能性を確保する、という４つの考
え方を基本としての制度変更でした。これらの考え
方が制度に反映された背景には、1947 ～ 49年生ま
れの「団塊の世代」が75歳以上となり、医療費、介

平成30年10月18日（木）京王プラザホテル札幌
において、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職

より、この度の表彰となりました。今回、理事長が
表彰されたことは、敬生会にとって大きな励みとな
りました。

護費が急増することが予想される「2025年問題」に
備えるという意図もあります。
現在、介護現場における人材不足は深刻化してお
り、このままでは、2025年には介護職員が約34万人
も不足して、介護サービスを受けたくても受けられ
ない「介護難民」が大量に発生するとも言われてい
ます。
厚生労働省によると、2016年度の有効求人倍率
は、介護職で3.02倍、その他職業で1.36倍と上昇傾
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表彰の様子

地域貢献

サロンのあとの喫茶を開催しました

敬生園

生活相談員

砂金

昌明

平成28年度を皮切りに地域貢献の一環として様々なサロンを開催してきました。従来は食事の終了後に解
散していましたが、11月16日に開催された旭星地区社会福祉協議会（明和北町内会）「わくわく友の会（第
４回）
」においては、地域間交流の促進も兼ねて食後の喫茶を約1時間開催いたしました。サロン全体の内容
は①森山メモリアル病院地域ケアセンター、理学療法士小林浩先生の講話「転倒予防～転ばないために考え
ること！人体模型で学びましょう♪～」②スポーツボッチャ③食事④喫茶の順に行いました。喫茶ではＮＨ
Ｋから貸与されている「回想法ライブラリー（むかしの暮らし・むかしの日本各地）」を上映しながら楽し
いひと時を過ごしていただきました。参加者の楽しそうな光景とともに、ビデオを観ながら「懐かしいね」
などの声が聞かれていました。今後も地域の皆さんに喜ばれる取り組みを実施していきたいと思います。

小林先生による人体模型を使ってのお話

「回想法ライブラリー」の上映

敬生会職員研修

喫茶での団らんの様子

敬生園

生活相談員

我妻

初美

平成30年12月３日、敬生会職員研修が開催されました。この度の研修テーマは～安全カンファレンスで身
体抑制を最小限に！～です。講師には旭川赤十字病院の医療安全管理
者である看護副部長の前田明子様をお迎えし、事例を交えながら、わ
かりやすく説明して下さいました。講師が繰り返しおっしゃっていた
のが、記録の重要性です。やむを得ず抑制を開始した理由、抑制をし
ない場合の転倒のリスク、抑制以外の転倒のリスクの回避方法等につ
いて話し合いを行った内容等を記録しておくことが重要であるという
ことを肝に銘じようと思います。日々の業務に活かせるお話を聞くこ
とができ、大変有意義な時間を過ごすことができました。
研修会の様子

救急講習会
当敬生会にはAED が設置してあります。しかし、緊急のときには使
い方がわからない、うまく使えないということがあると思います。そ
の様な状況も踏まえて、敬生会では毎年救急講習を行っております。
直近では昨年の12月に行いました。旭川北消防署の消防隊員から、旭
川市の救急車の出動状況や救命処置の流れ、AED の使い方等の説明を
受けた後、実技も行いました。呼吸を確認し、普段通りの呼吸なしと
なれば胸骨圧迫を行います。人工呼吸を行うことがためらわれるとき
は胸骨圧迫のみの実施。電気ショックが必要かどうかはAED が判断す
るので、
「電気ショックが必要」のメッセージが流れた場合は傷病者の
体に誰も触れていないことを確認してボタンを押します。
次に、再度胸骨圧迫を行います。
「電気ショック不要」の場合は胸骨
圧迫を再開します。救急車が到着するまで、続けることが大事です。
この講習を定期的に受け、いざという時この講習で学んだことを活か
したいと思います。

敬生園

事務員

下林

栄一

消防隊員による説明

練習用ＡＥＤを使っての実技
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「ちょいす」へ外食
敬生園

介護員

今野

潤也

11月14日、敬生園3階の入園者
５名、職員５名で「ちょいす大
町店」にてランチを楽しみまし
た。付き添いの職員とカウンター
席に座り、回ってくるお寿司を

甘いものは別腹です☆

マグロ美味しい～

手に取ったり、食べたいネタを
注文したりととても楽しそうに
食事をされていました。入園者
の皆さんは普段、お寿司を食べ
る機会が少ないので、
「お寿司な
んて久々だね」
「すごく美味しい」
と大変喜んでいただけました。
これからも多くの入園者の皆さ
んに喜んでもらえる行事を考え
ていきたいと思います。

茶碗蒸しも♪

いっぱい食べました

レクリエーション（玉入れ）
敬心園

事務員

藤川

大貴

上がりました。入園者の皆さん
と職員とで一緒に楽しく過ごせ

た良い機会なので、今後も継続
していきたいです。

12月６日、敬心園ではレクリ
エーションとして玉入れが行わ
れました。
準備のため、会場に道具を置
いておくと開始時間前から続々
と入園者が集まり、自分たちで
玉入れの練習をして、とても積
極的に参加していました。玉入
れを開始すると、座ったまま投
げることに苦心しており「ここ
だっ！」と言わんばかりに何度
も挑戦していました。ルールを

落ち着いて～、座って投げて～（笑）

あ～もうちょっとだったのに～

あら～難しいね～

入った？ やったね！

いろいろ変えて玉入れを行いま
したが、入園者が一番笑顔になっ
た時はわざと職員に玉を当てて
いる時でした。お互いの距離感
を分かっているからこそのやり
とりで冬なのに汗をかく程盛り
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敬愛園文化祭
敬愛園（入所）

生活支援員

土屋

華苗

11月21日に敬愛園で文化祭が
行われました。今年は、敬愛園
開設から20周年となり、記念す
べき節目の年となりました。そ
こで、今回の文化祭では、入園
者の皆さんに懐かしい思い出を
振り返っていただこうと思い、こ
れまでの20年間の写真や動画を
編集した、スライドショーの鑑
賞をメインに企画しました。文
化祭当日、スクリーンにスライ
ドショーを投影し、鑑賞してい
る方からは「懐かしいね～」
「こ
んな時もあったね～」と当時を
懐かしむ声が聞かれました。過
去の支援員の余興や仮装をして
いる動画もあり、皆さん笑顔が
見られ、楽しんで鑑賞している

様子が見受けられました。その
後、旭川実業高等学校吹奏楽部
の皆さんが来園し、演奏を披露
して下さいました。演歌メドレー
など、入園者の皆さんに馴染み
深い曲もたくさんあり、素晴ら
しい演奏を目の当たりして、感
動の涙を流している方もいらっ
しゃいました。また、会場には
入園者の皆さんが作成した水彩
画とイラストの展示も行いまし
た。各々の作品はユーモアがあ
り、じっくりと鑑賞する姿が見
られました。今年の文化祭は初
の試みが多くあり、楽しんでい
ただくことが出来たと思います。
こうして入園者の皆さんの色ん
な表情を見て「喜んでもらえて
よかった、今後も楽しめるよう
な行事を企画していきたい」と
思いました。

懐かしいなあ～

旭川実業高校吹奏楽部の演奏

素敵な作品ばかりでした

秋の外出行事に行って

敬愛園（通所）利用者

森木

奈保美さん

10月11日 ( 木 )、13日 ( 土 )、15
日（月）は紅葉見学を兼ね、り
んご狩りをしに河田果樹園に行
きました。
私がりんご狩りに行くのは今
回が二回目で、今年も敬愛園通
所で富沢にある河田果樹園に行
かせて頂きました。
私は色々な果物が大好きで、今
年も河田果樹園に行くのをすご
く待ちわびていました。時期に
よって果物には色々種類があ
り、その時の天候などによって
も違うらしく今年はどんな種類
の果物があるか楽しみでした。
今年は三日間行きましたが、今

回は三日間ともたくさんの種類
の果物がありました。最初に私
が買ったのはりんごです。今年
はりんごの種類が三種類あり三
種類とも試食させていただきま
した。どれも美味しく、迷いま
したが私が買ったりんごは、つ
がるとレッドゴールドの２種類
でした。つがるはパリンとした
食感でみずみずしく食べやす
く、もう一つのレッドゴールド
は凄く蜜が入っており、とても
甘く美味しかったです。それ以
外の果物はプルーンやぶどう、冷
凍さくらんぼ等があり、特にプ
ルーンやぶどうは甘く人気です
ぐに売り切れになっていました。
果物以外にもさくらんぼジャム
やりんごジュースがあり、りん

大きくて甘そうなリンゴー

ごジュースも買ったのですが、と
ても美味しく炭酸などで割って
飲むなど色々な飲み方ができ
て、とてもおいしかったです。
今年も色々な果物を買うこと
ができて大満足の三日間でした。
夏の時期は、さくらんぼ狩りな
どもやっているらしく、是非通
所のみんな
と機会があ
れば、夏に
外出行事で
さくらんぼ
狩りにも行
けたらいい
なと思いま
した。
もぎたてのぶどうは美味しいなー

みんなで記念撮影
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通所クリスマス会
敬愛園
（通所） 生活支援員

河田 貴大

12月17日 ( 月 ) ～ 22日 ( 土 ) この１週間は午後に茶話会を兼ねてクリスマ
ス会を行いました。
今年の茶話会は、ワッフルを作り利用者の方々に振る舞い「美味しい
よー」と喜んで下さいました。
ワッフルを食べ終わりビンゴ大会を行いました。最初にビンゴした上
位５名には景品を、上位でビンゴできなかった方々にはお菓子の詰め合
わせをプレゼントしました。上位を目指し、利用者の方々全員がビンゴ
に夢中になっていました。その後職員による余興を行いました。昨年は
男性職員対女性職員による二人羽折でのケーキの早食いを行い、顔に生
クリームが付いたりして、大いに盛り上がりました。今年は利用者の皆
さんから、職員にダンスや歌を歌ってほしいと依頼があり、毎日違う職
員によるダンスやカラオケを行い、一週間に複数回利用される利用者の
方々にも楽しんでもらうことができました。
最後に職員から利用者の皆さんにクリスマスカードをプレゼントし、ク
リスマス会を無事終えることが出来ました。来年も利用者の方々に喜ん
でもらえるクリスマス会を企画したいです。

出前行事
敬愛園
（入所） 生活支援員

中坪

ワッフル美味しいなー

月光仮面のおじさんはー♪

山下達郎さんと記念撮影

海鮮丸
一真

11月５日に敬愛園で出前行事が行われました。出前を頼んだのは海鮮
丸で、参加された入園者の方々は注文した料理に舌鼓を打っていました。
このような機会は滅多にないので、普段よりも楽しんで食事をする様子
が見受けられました。食べている時の笑顔がみなさん本当に素敵で、私
たち職員も思わず笑顔になりました。やはり食は笑顔を作る源ですね。

ウニイクラ丼！
美味しそう！イエーイ！

末日聖徒イエス・キリスト教会との交流会
敬心園

支援員

永沼

彩

12月の敬心園は、天井に届きそうなくらいの大きなモミの木や、クリ
スマスの飾りのイルミネーションでとても煌びやかです。そんな中、12
月16日に聖徒イエス・キリスト教会の皆さんが敬心園に来園して下さい
ました。集会室に響き渡る聖歌を２曲披露して下さった後、華やかなフ
ルートと、優しい音色のオルガンの演奏がありました。なかなか生演奏
を聴く機会がないため、入園者・職員一同とても感動しました。また、キ
リスト教会の皆さんと、入園者の皆さんで「見上げてごらん夜の星を」
を手話付きで歌いました。普段恥ずかしがってあまり歌わない方も、今
日だけは一緒になり、大いに楽しみました。その後、手作りのクリスマ
スケーキのプレゼントもあり、甘い物が大好きな入園者の皆さんは大喜
び！チョコバナナ・チョコレート・シナモンと３種類ものケーキをプレ
ゼントして下さいました。みんなでおしゃべりしながら食べるケーキ
は、一段と美味しいものですね。最後は、一人一人と握手をしてお別れ
をしました。とても楽しい素敵な思い出のクリスマスとなりました。末
日聖徒イエス・キリスト教会の皆様、ありがとうございました。

ヨロシクオネガシマス

とても感動的な演奏でした！
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敬生園敬老祝賀会
敬生園

介護員

岡本

美千代

９月17日敬生園イベントホールにて敬生園、敬心園合同敬老会と敬生
園敬老祝賀会が行われました。
アトラクションとしてウクライナ出身エヴァンス アリョーナさんに
よるサックス演奏と旭川年金受給者友の会による歌と舞踊等を見せて頂
きました。アリョーナさんはジャズにとらわれず幅広いジャンルでサッ
クスを追及し続け、道内各地でイベントやライブ活動するほか、ボラン
ティアで各施設の演奏、小・中学校で講師を行うなど幅広く活動されて
います。祝賀会では迫力あるサックス演奏と美しい歌声が魅力的で利用
者、ご家族の方々も感動し惜しみない拍手を送っていました。
年金受給者友の会の方々も自慢の歌声や日頃から練習されている舞踊
等で長寿のお祝いとして楽しませていただきました。

新任職員の紹介

年金受給者友の会によるフラダンス

退職職員の紹介

敬心園支援員

敬愛園生活支援員

平成30年12月1日付

平成31年1月1日付

大佐賀

アリョーナさんと記念撮影

極夢

川上

敬愛園

看護師

石戸谷香織

平成30年11月30日付

敬生園

介護員

竹村

智也

平成31年１月31日付

敬心園

支援員

浅原

哲郎

平成31年１月31日付

博生

ボランティアの皆様

平成30年9月１日～平成30年12月21日

●福祉健康理美容訪問サービスたんぽぽ 様 ●むつみ会 様 ●森泉幸栄 様
●末日聖徒イエスキリスト教会 様 ●春光台地区市民委員会女性部 様 ●㈲ラッシュ
●旭川大学高等学校 様 ●たいせつ幼稚園 様 ●つくし幼稚園 様
●鷹の巣福祉村地区市民委員会女性部 様 ●末広地区市民委員会女性部 様
●旭川年金受給者友の会 様 ●旭川実業高等学校 様 ● The Soul Expression 様

善意のご寄付
９

平成30年9月1日～平成30年12月21日
月

⃝春光台地区社会福祉協議会 様
⃝塚目 健二 様
⃝大和田 勝義 様

⃝相川

善意のご寄贈

正志 様

10

月

平成30年9月1日～平成30年12月21日

９

月

10

月

⃝本間 栄 様 
ＴＶ・テーブル
⃝森木 奈保美 様
爪切り・小物入れ・ブローチ・エコバック


⃝山越 浩一 様 
⃝畑地 瞳 様 

様

モニター
お米

11

月

12

月

⃝旭川信用金庫 様 
⃝日本レコード協会 様 
⃝ケアステーションきしもと 様 

タオル
ＣＤ
りんご

⃝翠光園 様 
クリスマスの木・門松
飲料
⃝北海道コカ・コーラボトリング㈱ 様 
みかん
⃝すゞらん交通㈱ 様 
敬生会だより
〈第60号〉平成31年2月1日
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クリスマス会

敬愛園 通所
外出行事

敬愛園 通所
創作活動

敬生会の各施設で各種利用相談を受け付けておりますのでご利用ください。
いさご

あづま

敬生園：入所・ショートステイの利用相談

担当 生 活 相 談 員 砂金 昌明・我妻 初美 ℡５１-５１１５

敬生会居宅介護支援事業所：介護保険に関する相談支援

担当 介護支援専門課長 四月朔日 ナオミ ℡090-6997-6457

敬心園：入所相談

担当 生 活 相 談 係 長 坂田 達哉

℡５１-５１１７

敬愛園：入所・短期入所の利用相談

担当 生 活 相 談 次 長 黒松 秀一

℡５５-５５４５

敬愛園通所：通所の利用相談

担当 生 活 相 談 員 古畑 安敏

℡５５-５５４５

敬愛園きさーら：障害者の相談支援

担当 相談支援専門課長 板垣 玲子

℡５５-８３８９

編集後記

わたぬき

昨年は北海道胆振東部地震により、多くの方が被災されました。
私も長時間の停電を初めて経験し、電気の大切さを改めて知ること
ができ、日ごろから節電や防災への意識を持つことがとても大事だ

と感じました。
2月に入りこれからも寒い日が続きます。インフルエンザやノロウィルスも流行する時期
なので、うがい手洗いをしっかり行い、寒い冬を乗り越えましょう。
（今野）
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外食行事

今年もきめこみカレンダーが
出来ましたー

みんなで身体を動かしました。

敬心園 リハビリ講話

敬愛園

ポテトは揚げたてが一番！！

年賀状作りをしました。

敬心園 クラブ活動

喫茶

回転ずしに行きました♪

行 事 のア ル バム

利用者の皆さんと花札

敬生園
レクリェーション

美味しいドーナツ

ゴスペルを聴きました。感動です！

敬生園

敬愛園

敬生会では
随時介護スタッフを
募集しています！
私たち敬生会の職員と一緒
に働いてみませんか？福祉に
興味のある方、やる気のある
方、介護経験がなくても大丈
夫です。見学もできますので
お気軽にお問い合わせ下さ
い。お待ちしております。
■問い合わせ先：
敬生会法人本部事務局
担当 事務局長 谷口
TEL.５１－５１１５

