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８月26日、15社による指名競争入札の結果、岐南

興業（株）に建設事業者が決定し、９月15日には、

工事の無事進行を祈願する起工式が岐南興業主催で

行われ工事が着工しました。翌週から原則毎週木曜

日に工程会

議を開くこ

ととし、会

議を通じて

細部の打ち

合わせや施

主からの要

望・意見交

換を行うこ

とにしまし

た。９月20

日から基礎の杭打ち作業が始まり10月初めに終了し、

中旬から基礎コンクリート準備に入り、岐阜市の検

査を受け、水道・電気配管など同時に進められまし

た。11月から基礎コン工事に移りました。その後、

１階、２階部分のコンクリートパネル敷設。11月下

旬から１階部分のコンクリート工事に入ります。

おおむね12月末までに３階までの鉄筋コンクリー

ト工事を終了し、設備工事、内装工事後、２月20日

が竣工の予定です。

「「「「施施施施設設設設整整整整備備備備補補補補助助助助金金金金拡拡拡拡充充充充署署署署名名名名」」」」ののののごごごご協協協協力力力力ののののおおおお礼礼礼礼

みなさまにご協力をいただきました岐阜市に対す

る「施設整備補助金拡充署名」は、９月21日に成原

副市長へ2,037筆、11月８日に青山介護保険課長へ45

7筆（累計6,216筆）を提出しました。ご協力ありが

とうございました。

職職職職員員員員採採採採用用用用へへへへののののごごごご協協協協力力力力をををを

職員採用は1月を予定し、３月１日事業開始をめざ

して職員研修をすすめていきます。引き続き介護職

員と看護師のご紹介をよろしくお願いします。

更更更更ななななるるるる募募募募金金金金活活活活動動動動ををををおおおお願願願願いいいいししししまままますすすす。。。。

高齢者施設をつくる会とみどり福祉会に寄せられ

た施設建設のための寄付金は、4月から10月末までに

292万円(累計846万円)で、目標額3000万円に対し28

％の到達です。2011年度年会費は11月末までに723名

の方よりいただいております。これまでのご協力に

感謝し、引き続きのご協力をお願いします。

内内内内覧覧覧覧会会会会及及及及びびびび完完完完成成成成をををを祝祝祝祝うううう会会会会

２月26日（日）を予定し準備をすすめていきます。

岐南興業主催の起工式＝９月15日、増築現場

パイル打ち工事＝９月25日、撮影
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特養あんきの家細畑 職員募集中
みどり福祉会事務局からの訴え

特養あんきの家細畑では、来年３月１日増床オープ

ンに向け職員を募集しています。特養は、病院などと

は違いほとんどの方が一生を過ごされる終の棲家、生

活の場です。私たちは入居者様お一人おひとりの「そ

の方らしい生き方をいかにサポートするか」を念頭に

日々介護に取り組んでいます。高齢者介護･看護に熱

意のある方、ぜひご応募下さい。

●●●● 看看看看護護護護職職職職員員員員：：：：看看看看護護護護師師師師ままままたたたたはははは准准准准看看看看護護護護師師師師のののの有有有有資資資資格格格格者者者者

常勤職員：勤務時間７時30分～16時30分、10時～

19時、週５日のシフト勤務。

非常勤職員：勤務時間８時から及び、19時までの勤

務可能な方（勤務時間については相談に応じます。）、

時間給：１,０７０円～１，１５０円で、賞与年２回

支給します。

● 常常常常勤勤勤勤・・・・非非非非常常常常勤勤勤勤介介介介護護護護職職職職員員員員：：：：介介介介護護護護福福福福祉祉祉祉士士士士、、、、ヘヘヘヘルルルル
パパパパーーーー２２２２級級級級 のののの有有有有資資資資格格格格者者者者

集団的ではなく家庭的でなじみの関係の中で「個別

ケア」をめざすユニット型特養で働いてみませんか。

常勤：８時間夜勤のシフト勤務。非常勤：早出、遅

出が可能な方（賞与年２回支給）

介護に未経験で、ユニット型特養で常勤で働いてみ

たい方もご相談下さい。

３月増築オープンのため、１月採用予定

経経経経験験験験ののののああああるるるる介介介介護護護護職職職職員員員員
有資格者で高齢者介護に意欲のある方を募集します。

有有有有資資資資格格格格でででで、、、、経経経経験験験験ののののなななないいいい介介介介護護護護職職職職員員員員（（（（年年年年内内内内よよよよりりりり雇雇雇雇用用用用開開開開始始始始））））

ヘルパーなど有資格者の方で介護経験のない方も、
３ヵ月のトライアル雇用後「夜勤などシフト勤務可能」
など確認できれば常勤雇用も可。

高齢者看護に意欲のある方を募集します。

職職職職員員員員、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者施施施施設設設設ををををつつつつくくくくるるるる会会会会、、、、みみみみどどどどりりりり福福福福祉祉祉祉会会会会評評評評議議議議
員員員員・・・・理理理理事事事事、、、、健健健健康康康康友友友友のののの会会会会、、、、ののののみみみみななななささささんんんんへへへへののののおおおお願願願願いいいい

来来来来年年年年３３３３月月月月オオオオーーーーププププンンンンにににに万万万万全全全全なななな体体体体勢勢勢勢でででで利利利利用用用用者者者者をををを迎迎迎迎ええええるるるるたたたためめめめにににに
ははははどどどどううううししししててててもももも介介介介護護護護職職職職員員員員がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。左左左左記記記記にににに掲掲掲掲げげげげたたたた要要要要綱綱綱綱でででで募募募募
集集集集ししししまままますすすすののののでででで、、、、おおおお知知知知りりりり合合合合いいいい、、、、友友友友人人人人のののの方方方方ななななどどどどににににもももも呼呼呼呼びびびびかかかかけけけけをををを
ししししてててていいいいたたたただだだだききききままままししししてててて、、、、下下下下記記記記ままままででででごごごご連連連連絡絡絡絡くくくくだだだだささささいいいい。。。。

社社社社会会会会福福福福祉祉祉祉法法法法人人人人みみみみどどどどりりりり福福福福祉祉祉祉会会会会
特特特特別別別別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムああああんんんんききききのののの家家家家細細細細畑畑畑畑

岐阜市細畑３丁目16番８号 TEL 058－259－3577

担当者（三輪、古瀬）

ありがとうございます。目標の約28％達成

３０００万円を目標に、

ご協力をお願いしてきた「増

築」寄付金は、10月末現在

で８４６万円余、目標の２

８％に達しました。

寄付を寄せて下さった多く

の方々、郵便自動送金によ

る継続的寄付や給与天引き

の継続寄付（民医連職員）

に参加いただいている方々、また不用品バザーの品

を提供いただいた方など、この増築のための寄付金

運動に賛同・参加いただいた方々に深くお礼申し上

げます。

不況で厳しい家計、東日本大地震も加わって、給

与も年金も貯蓄も先行きどうなるか心配の中での協

力、本当にありがとうございました。

寄付金運動に一層の弾みをつけるため

みどり福祉会法人役員・高齢者施設をつくる会役

員は、自分の友人・知人に「寄付を訴える私信」を

出すことを決め、この８月より取り組んでいます。

ご協力をよろしくお願いします。

その他、みなさんの活動を通じて得られた経験を

大いに交流してこれからの運動に生かしていきたい

ものと思います。今までに、「このような募金活動

は、すばらしいことですからどんどんおやり下さい。」

との励ましの言葉も戴きました。
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地域訪問に参加して
９月から始まった待望の「あんき

の家細畑」の増築工事も順調に進ん

でおり、近くに住む私は、どんどん

建ち上がっていく様子を見る機会が

多く、何とも楽しい限りです。

この工事を進めるにあたり、工事

用大型車の出入りなど、ご近所の方々

にご迷惑をおかけすることのお詫び、

施設並びに増設の内容等についてご

理解をいただきたいこと、介護問題等についてご意見

やご要望をお聞きしたいことなどなど、盛りだくさん

な目標をもって、つくる会の役員を中心に、３回にわ

たって増築関連資料や介護保険改善チラシなどを持っ

て“地域訪問活動”を行いました。

多くの方は、施設に対する関心が高く、「わざわざ

ご苦労様です」と好意的に対応していただけ、署名に

も応じていただけました。

「地元の者が優先的に入れると思っていたけど遠く

の方が多いそうですね」「老後のことは本当に心配だ

けど、年金のみの生活なので利用料が払えない」「胃

ろうの人でも入れますか」「駐車場が必要でしたらお

貸しします」などなどのお声を聞くことができました

が、中には辛口のご意見もありました。

介護保険制度の問題点やショートステイやデイサー

ビスなどの増設で、地元の方々にも利用しやすくなる

ことなど、しっかり説明し、対話することの大切さを

強く感じました。 （Ｓ.Ｏ）

介護保険の明日を考える
シンポジュウム

「みんなで考える地域包括ケア」
（９／２５、東海学院大にて。民医連主催）

介護保険法が改定で、「小学校区を単位とした地

域丸ごとケア体制＝地域包括ケア」の構想が提起さ

れました。私たちの「誰でも安心して老いることが

できる地域づくり」の運動と直結するテーマです。

高齢者施設をつくる会の仲間たちも多数参加してい

ました。私も、「地域包括ケア」の一部、「日常生

活総合事業」に関心を持って参加しました。この事

業は、悪く言えば「善意のボランティアを巧みに利

用し、安上がりの公的介護？」を目指すものと思え

るからです。

実は、芥見東社協支部は、「地域福祉ボランティ

アバンク＝『小さな手助け（仮称）』」の設立を模

索しています。（１0月、全戸アンケートを実施。

集計作業中。）私はその担当者の一人として、地域

住民に支えられたこの運動が、こんな総合事業構想

に利用されたくないと考えていたからです。

日本福祉大の石川満先生は、基調講演で「日常生

活総合事業」は、「問題だらけ」で、その事業費は

「市町村の一般財源か、介護保険からの給付か？」

はあっても、どのみち「市町村財政に負担」と指摘。

シンポジュウムのメンバーの一人、岐阜市福祉部長

服部剛氏の発言に期待しましたが、国の方向が示さ

れたばかりでその構想はこれから。まして「総合事

業」の具体化などまだまだ先とか。質問もできませ

んでした。 （市川）

介護ウェーブ 介護の日（11月11日）街頭署名

11月11日の「介護の日」にあわせて、ＪＲ岐阜駅

周辺で「改正」介護保険法の改善を求める署名への

ご協力をお願いしました。岐阜民医連に加盟する介

護事業所のケアマネージャーや介護職員と高齢者施

設をつくる会役員ら18名の参加で65筆の署名が集ま

りました。現在、６月に「改正」された介護保険法

の施行に向けた準備がすすめられていますが、予防

サービスの切り下げを可能にする制度があらたに導

入されるなど、利用者･家族から強い不安の声が出さ

れています。「安全・安心の介護」を真に保障する

制度として実施されるよう12月９日臨時国会会期末

までに全国で10万筆、岐阜県で２千筆を目標に取り

組んでいます。

署名用紙を「あんきの風」と同封しますので是非

お早めにご署名下さいまして同封の封筒にて返送し

て頂きますようご協力をお願いします。
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特養あんきの家

菊人形展鑑賞
３階ユニットの利用

者様が11月21日(月)午

前と午後に分かれて岐

阜公園で開催されてい

る菊人形展に行ってこ

られました。午前中に

行かれた方達はみたら

し団子を食べて来られたようです。午後に行かれた方々

は特に寒くて、菊人形は早めに切り上げて近所の喫茶店

でケーキと暖かい飲み物で暖をとって帰宅されました。

寒くて機嫌の悪かっ

た利用者様も、美

味しいロールケー

キでご機嫌も直り、

無事帰られたそう

です。外出は気分

が変っていいです

ね。

ケアハウスささゆり・ＧＨ北山

鮎の塩焼きパーティ
今年も恒例の鮎焼きパーティが、９月13日（火）に開

催されました。

外では、男性ス

タッフが慣れた手

つきで上手に焼き、

室内で準備されて

いる五目飯やおつ

まみと共にビール

などを、入居者の方やご家族の方がおいしそうに賞味さ

れました。食後にはプロの歌

手２名とカラオケＱの方が披

露して頂いたり、一緒に歌っ

たりして楽しいひととき

をすごされました。

夏まつりを楽しむ利用者やご家族の皆さ
ん＝８月12日、あんきの家細畑

鮎焼きパーティを楽しむ皆さん
＝９月13日、ケアハウスささゆり

2011年・あんきの家細畑

12月～2月までの行事予定

★喫茶あんきは毎週月･水･金の午後1時から4時

まで開店しています。

★毎月第3水曜日 14時～15時 アコーディオ

ンと歌。

★２ヶ月に1回 バイオリンと手品、ハーモニカ

演奏。

★ 12月にフロアーごとにクリスマス会を開く予

定です。

絵手紙の先生をボランティアで募集します。

どなたかご紹介下さい。以前の絵手紙の先生が

おやめになり、それ以降先生が見つかりません。

毎月の絵手紙を楽しみにされていた利用者様が、

非常に残念がっておられます。

詳詳詳詳ししししくくくくはははは、、、、１１１１階階階階事事事事務務務務室室室室（（（（古古古古瀬瀬瀬瀬、、、、長長長長尾尾尾尾））））ままままでででで後後後後連連連連絡絡絡絡下下下下ささささいいいい。。。。

ささゆり12月から2月までの行事予定
★ 12月22日（木）クリスマス会

★ 1月10日（火）初詣ツアー

健康講座（いずれも午後２時～３時）

「「「「生生生生きききき生生生生きききき筋筋筋筋トトトトレレレレ体体体体操操操操」」」」

11112222月月月月11110000日日日日（（（（土土土土）））） 講講講講師師師師 森森森森昭昭昭昭男男男男ささささんんんん

「「「「ロロロロココココモモモモダダダダンンンンススススをををを楽楽楽楽ししししももももうううう」」」」

１１１１月月月月11114444日日日日（（（（土土土土）））） 講講講講師師師師 佐佐佐佐野野野野典典典典子子子子ささささんんんん

文化講座 （いずれも午後２時～３時）

「「「「ギギギギタタタターーーーとととと歌歌歌歌ののののミミミミニニニニココココンンンンササササーーーートトトト」」」」

11112222月月月月22224444日日日日（（（（土土土土））））

出出出出演演演演 呉呉呉呉村村村村成成成成美美美美ささささんんんん・・・・川川川川瀬瀬瀬瀬寛寛寛寛ささささんんんん

「「「「切切切切りりりり折折折折りりりり紙紙紙紙をををを楽楽楽楽ししししももももうううう」」」」

１１１１月月月月22228888日日日日（（（（土土土土）））） 講講講講師師師師 調調調調整整整整中中中中

映画会 （いずれも午後２時～ ）

「「「「男男男男ははははつつつつららららいいいいよよよよ 第第第第44448888作作作作」」」」

11112222月月月月22221111日日日日（（（（水水水水））））

出出出出演演演演：：：：浅浅浅浅丘丘丘丘ルルルルリリリリ子子子子、、、、後後後後藤藤藤藤久久久久美美美美子子子子、、、、渥渥渥渥美美美美清清清清、、、、他他他他。。。。

「「「「雪雪雪雪 国国国国」」」」（川端康成の小説を映画化）

１１１１月月月月11118888日日日日（（（（水水水水））））

出出出出演演演演：：：：岸岸岸岸恵恵恵恵子子子子、、、、八八八八千千千千草草草草薫薫薫薫、、、、池池池池部部部部良良良良、、、、他他他他。。。。


