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職員全体会

平成 30 年 12 月 19 日（水）18：30 から、関連法人ケア・センターやわらぎとにんじんの会の
職員 142 名が参加し、立川グランドホテルにて全体会が開催されました。この全体会は法人の考え方
や方向性を再確認し、仕事への意識と意欲の向上を図る、また今年の活動を振り返る為に毎年この時期
に開催しております。
まず、両法人の代表理事・理事長 石川治江よりスピーチがありました。
やわらぎ・にんじんの合言葉「いい仲間と良い仕事をしよう」
、その実現のためには、一人ひとりが
いい仲間になる努力が必要であり、自分は何者として何に向かっているのか常に考える、内省の機会を
持つ事が大切である、というお話しでした。
続いて永年勤続者の表彰があり、今年は 69 名が表彰されました。
次に活動報告として、以下の報告がありました。
外部研修会報告：
・
「認知症介護実践リーダー研修について」
－ やわらぎ西立川 徳永浩二
・
「介護福祉士実習指導者講習について」
－ にんじん西恋ヶ窪 山田隆司
全体会の締めくくりは、産業医講話としてにんじん健康ひろばの大倉久直施設長より、健康（サプ
リメントに頼るよりも医食同源、バランスの良い食事を心がける）とマインド食（認知症のリスク
を下げる食事法）についてお話しがありました。

全体会の後は毎年恒例の懇親会が開催されました。次年度の内定者の紹介、よかったよかった報告、
余興はクイズ・大抽選会で大いに盛り上がりました。最後は参加者全員で認知症予防だんだんダンスを
楽しく踊って 1 年を締めくくりました。
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第 11 回 やわらぎ・にんじん実 践 報 告 会
平成 30 年 6 月 20 日（水）18：30 より立川女性総合センター・アイムホールにおいて、第 11
回やわらぎ・にんじん実践報告会が開催されました。研究発表会が実践報告会という名称に変わりまし
たが、通算で 11 年目になります。
各事業所共に日々の業務の中での経験や、課題を更に良いサービスへ繋がるように取り組み、努力を
した結果の報告となりました。
今回の発表演題は全事業所から 8 演題出され、ポスターセッションでは６枚のポスターが掲示され
ました。
なお、今回の受賞は以下の通りです。
●ポスターセッション部門 最優秀賞
・学びレク おとなの学校メソッド実践報告
デイホームにんじん・西恋ヶ窪
●発表部門 最優秀賞
・
「ヘルパーさんの働きやすい環境作り」
～データで家族とケアマネを説得したケア延長時間～
ケアステーションにんじん・上野原
●発表部門 優秀賞
・
「脳トレとリハビリで最後まで自分らしく生活しよう」
～みんなが笑顔で過ごせる施設～
西恋ヶ窪にんじんホーム（特養）
●発表部門 審査員特別賞
・
「体操レクによる機能向上と認知症予防」
～「できない」
「やらない」
「やりたくない」から「できる」
「やれる」
「やりたい」へ～
デイサービスセンターやわらぎ・立川
今回ご参加いただいた審査員の先生方からの講評では、厳しく、そして温かいご助言を頂き、今後の
研究の課題となりました。やわらぎ・にんじん両法人代表理事・理事長石川治江からは「日々の積み重
ねが大切」
、とのお話がありました。やわらぎ・にんじんでは今後もこのような研究を通して、サービ
スの質の向上を目指してまいりたいと考えております。
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【事 業 所 紹 介 】にんじんホーム・万 願 寺
にんじんホーム万願寺の大島です。今回は万願寺事業所の紹介をさせて頂きます。万願寺事業所は平
成 23 年 12 月に現在の日野市万願寺 6 丁目に「にんじんホーム万願寺」としてオープン致しました。
それまでの日野地域には南平事業所、神明事業所（旧高幡事業所との統合）があり、それぞれで行って
いたサービス（訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、居宅介護支援）を統合し、更に地域密着型
認知症共同生活介護（グループホーム）を同時に開設しました。法人が日野地域に事業所を開設させて
頂いてから約 20 年という歳月が経過する中で、万願寺事業所も開設から 6 年が経ち、これまで地域
の方々に信頼を頂けるよう事業を行って参りました。
今後も更に丁寧なケアを行い、
「にんじん」の伝統と名に恥じないサービスを地域へ提供して参りま
すので今後とも宜しくお願い致します。また是非、一度見学にお越し下さい。お待ちしております。

《学生の方、就職をお考えの方へ
インターンシップ募集》

《介護職員初任者研修受講者募集》
講義と実技、関連施設での実習を通して、
「介護
職員初任者研修修了資格」を取得することができ
ます。
○期間：座学を１５日程度、介護実技を５日程度、
介護現場実習を４日程度行います。
○費用：５６，995 円※テキスト代含む
○定員：２４名（毎回）
○申込：お近くの事業所のパンフレット、もしく
はホームページから募集要項や受講申込
書がダウンロードできます。申込書はお
近くの事業所までご持参ください。

インターンシップとは就業体験のことです。
夏や冬の長期休暇や、学業の合間をみつけて、
介護の実務に触れて仕事へのイメージを深める
ことができます。今までも多くの学生・社会人
の方が参加され、高齢者フットケアイベントや
介護体験教室の開催など、インターン生が主体
になって実現できた企画も数多くありました。
〇法人本部（電話 042-300-6035）採用担当
までお電話下さい。

《ヘルパーさん募集》

《ボランティアさん募集》

地域の介護を支える登録ヘルパーさんを募集し
ています。詳しくはお近くの訪問介護事業所までお
気軽にお問い合わせください。
○募集職種：ホームヘルパー
○勤 務 先：立川市・日野市・杉並区・上野原市
○勤務形態：登録ヘルパー
○時 給 等：当法人規程による
○問合せ先：住所と電話番号は次の通りです。
・にんじん立川（東京都立川市）042-522-1537
・にんじん万願寺（東京都日野市）042-587-1240
・にんじん荻窪（東京都杉並区）03-3220-9637
・にんじん上野原（山梨県上野原市）0554-62-6222

各事業所では、ボランティアさんを随時募集し
ています。その方のできる内容に沿ったボランテ
ィア活動をお勧め致します。
① ご利用者様と会話を楽しんでくださる方
② レクリエーションをお手伝いしてくださる方
③ 書道や手芸、カラオケ等を指導してくださる方
④ 植物のお世話をしてくださる方
⑤ 掃除やお洗濯などをお手伝いしてくださる方
⑥ 食事の配膳などをお手伝いしてくださる方
⑦ 特技（楽器の演奏や手品など）を披露してく
ださる方など
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介護などでお困りの時は、お近くの各事業所へお気軽にご相談ください。

◆法人本部 直通電話 042-300-6035 FAX 042-300-6017
◆国分寺地域包括支援センターこいがくぼ 直通電話 042-300-6024
◆西恋ヶ窪にんじんホーム（介護老人福祉施設・短期入所）
◆デイホームにんじん・西恋ヶ窪（通所介護・認知症対応型通所介護）

〒185-0013 東京都国分寺市西恋ヶ窪 1-50-1
電話 042-300-6010(代)
FAX 042-300-6016
◆立川市中部たかまつ地域包括支援センター 直通電話：042-540-2031
◆デイホームにんじん・立川（通所介護） 直通電話：042-540-1151
◆介護相談センターにんじん・立川（居宅介護支援）☆ 直通電話：042-522-1547
◆ケアステーションにんじん・立川（訪問介護）☆
◆相談支援センターにんじん・立川（計画相談支援・障害時相談支援）

〒190-0011 東京都立川市高松町 2-27-27TBK 高松第 1 ビル 1０１号室
電話 042-522-1537
FAX 042-522-1636
◆グループホームにんじん・万願寺（認知症対応型共同生活介護）
◆デイホームにんじん・万願寺（通所介護・認知症対応型通所介護）☆
◆ケアステーションにんじん・万願寺（訪問介護）☆
◆介護相談センターにんじん・万願寺（居宅介護支援）☆

〒191-0024 東京都日野市万願寺６-２２-６
電話 042-587-1240
FAX 042-587-1256
◆グループホームにんじん・上野原（認知症対応型共同生活介護）
◆小規模多機能ホームにんじん・上野原（小規模多機能型居宅介護）
◆デイホームにんじん・上野原（通所介護）☆
◆ケアステーションにんじん・上野原（訪問介護）
◆介護相談センターにんじん・上野原（居宅介護支援）
◆訪問看護ステーションにんじん・上野原（訪問看護）

〒409-0112 山梨県上野原市上野原 522
電話 0554-62-6222
FAX 0554-62-6223
◆デイホームにんじん・荻窪ふれあいの家（通所介護・認知症対応型通所介護）
◆介護相談センターにんじん・荻窪ふれあいの家（居宅介護支援）
◆ケアステーションにんじん・荻窪ふれあいの家（訪問介護）

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 2-29-3
電話 03-3220-9637
FAX 03-3220-9649
◆にんじん健康ひろば
（介護老人保健施設・短期入所・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション）

〒185-0023 東京都国分寺市西元町 2-16-40
電話 042-329-2581
FAX 042-329-2580
◆リハセンターにんじん・健康の駅（通所介護）☆

〒185-0023 東京都国分寺市西元町 2-16-34-124 号
電話 042-322-7706
FAX 042-322-7708
☆マークはＩＳＯ９００１認証取得事業所です。

JQA-QM6376
やわらぎ・にんじん協議会
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