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グループホームが完成しました！ 

 

 

 

 
 



 

 

明範荘創立 50周年を期して  

 

昭和 38 年 4 月 1 日老人福祉法施行前年の昭和 37 年 10 月 1 日

明範荘養老院として開設以来、今年で 50 周年を迎えることとな   

りました。 

このことは、地域の皆様並びに職員はじめ明範荘に関わりのあ

る方々のご協力とご理解・ご指導の賜物と感謝申し上げます。 

さて、平成 24 年度は介護保険法の見直しと介護報酬改定が同

時に実施され、厚生労働省の在宅介護重視の施策がより顕著とな

り、ご利用者負担の傾向が窺われ、介護保険制度は複雑化の傾向

を示してまいりました。 

明範荘は、仏教精神に基づき「慈悲」と「頌徳」の心にて『共

に生きる』を追及してまいりますと共に、低所得の方々の負担軽

減のため「社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業」を効

果的に活用し、低所得者の方々にも利用しやすい運営を実施して

おります。 

今年 3 月 30 日から、認知症対応型生活介護事業（グループホ

ーム）として「ガーデンホーム赤目」を新規開設し在宅介護事業

を一層充実させ、地域福祉の増進に努めてまいります。 

終りに、貞徳会では今後ともご利用者様が安心・安全を第一に、

日々「潤い」と「生きがい」のある見守りを介護の基本として運

営してまいりますので今後とも宜しくご指導・ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

平成２４年 ４月   

明範荘特別養護老人ホーム荘長 小澤清澄 



 

 

 

 

  

 

 

ついに 3 月末よりグループホーム『ガーデンホーム赤目』がスタートいたしまし

た。みなさんはグループホームがどんなものかご存知でしょうか。 

新しく出来た建物をちょっとのぞいてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明範荘から東へ１００ｍほどいったところに「ガーデンホーム赤目」があります。 

要支援２以上で認知症を有する方を対象とした入所型施設です。 

定員は１８名。９名ずつの２ユニットになっております。 

ガーデンホームという名のとおり木や花に囲まれた環境のよい施設になるよう

これからさらに整備していきます。 



 

玄関入り、お部屋に行

く前にホールがあります。 

ここから各ユニットに別

れていきます。 

仏壇もあり、入居者さま

が行き交う憩いの場です。 

ユニット内のリビング・食

堂です。天井高く開放感

あり、どの世代の方からみ

ても気持ちのよい空間だ

と感じていただけるのでは

ないでしょうか。 

こちらは居室。全室ベッ

ド・洗面台・トイレ・タンス付

の個室です。 

必要なものは揃ってお

り、衣類・日用品のみお持

ちいただければ結構です

が、希望があれば、本人

の馴染みの家具なども持

ち込めます 



浴室は、移動式浴槽で入

居者さまの状態にあわせて、

浴槽の場所を移動すること

が出来ます。 

手すりも充実しており、長

い間機械に頼らず入浴して

いただけるかと思います。 

リフトも一台備えておりま

すので、介護状態が進行し

ても安心です。 

ユニット内にはこのようなキッチンがあり

ます。家庭用の設備とほぼ同じです。 

食事は各ユニットの介護員が毎食作り

ますので、匂いなどで入居者さまは、「今

日のメニューが何か」など関心そそられる

ことと思います。 

本当に家庭的な雰囲気が味わえます。 

洗濯機は計８台用意しており、出

来る方には個人で洗濯おこなってい

ただけます。 

これとは別に業務用の洗濯機・乾

燥機もそなえているので、こちらに

お任せていただいても結構です。 

 



こちらも建物裏側ですが、十

分な敷地をそなえています。 

これから、畑や果樹園を整

備していきたいと思っています

ので、より素敵な眺めになって

いくことと思います。 

建物裏側にはテラスがあ

り、洗濯物を干したり、バー

ベキューなどもできそうで

す。 

晴れた日はテラスに出る

と、気持ちのいい風が吹い

てきます。 

本年３月より『ガーデンホーム赤目』管理者に任命されました。 

新規オープンしたばかりで、右も左もわからないこと 

だらけですが、入居者様にとって『ガーデンホーム赤目』 

が心地よい自分の居場所になるよう新しいスタッフたちと 

ともに精一杯元気を出してやっていきたいと思います。 

これから末永くよろしくお願いいたします。 

（管理者 高木孝徳） 

ガーデンホーム赤目 問い合わせ先 Tel:0567-97-3095  



 

 

餅つき大会 
1 月１１日餅つき大会をおこ

ないました。 

お年寄りのみなさまってお餅

好きですよね～。お正月とお餅は

切っても切り離せなくて、お餅を食べないと今年が始まらないという方も

いらっしゃいます。 

食べる前に「のどに詰まらせないように少しずつゆっくり食べてくださ

い」とお話ししたときはウンウン頷いていた方が、いざ餅を前にすると我

を忘れて口の中に放り込んでしまうのを見て、冷や冷やすることもありま

すが、本年も事故なく皆さん楽しんでいただいております。 

節分 
2 月 3 日節分の豆まきを行いました 

赤鬼・青鬼・大鬼・小鬼などバラエティーに富んだ鬼たちが大勢やって

きました。 

鬼をみつけると「おっ鬼がきたぞ」とおもむろに立ち上がると、みなさ

ん目の色を変えてそれこそ鬼のよ

うな形相で、握り締めた豆を力い

っぱいぶつけて逃げまわる鬼を追

いかけまわします。 

かように元気な方には、もとよ

り災厄とは無縁のようにも思えま

すが、ともあれ明範荘では災厄を

追い払い、福を呼び込むことに成

功した模様です。 



ひな祭り演芸会 
３月２日にひな祭りのイベントを

おこなっております。 

お昼には散らし寿司をいただいて

いただいた後は、演芸会で盛り上が

りました。 

各部署がおこなう出し物は文化祭とあわせ年二回行っていますが、いつ

もネタに困り「次は何をやろうかしら」と毎回頭を悩ませています。でも

楽しみに待っている方がいるので頑張って歌も歌えば、踊りも踊ります。

やれといわれれば女装だってします。 

というわけで、皆さん楽しんでいただけましたかね？？ 

はなまつり 
４月６日はなまつり。 

おしゃかさまの誕生を祝い、誕生仏に甘茶をかける催しをおこないまし

た。 

普段から熱心におまいりをされる方はもちろん、何かあると聞いて普段

はおまいりにお見えにならないかたも多く参加されます。 

ものめずらしそうに前の方が何をやっているのか覗き込み自分の番にな

ると、これでいいのか？と神妙な面持ちで手を合わせていきます。 

こうした敷居の低い催しから参

加し、施設内の法話などにも参加

していただけると嬉しく思います。 

またこの日はお昼から永代経が

勤まり、本当は自分のうちの仏壇

におまいりしたいけどおまいりで

きない方など参加されています。 

 



カラオケ大会からの 

ひとコマ 

 

初日の出浴びて 

 

 

 

おはようございますの朝のあいさつから始まる一日。 

毎朝、ラジオ体操を利用者さんとスタッフ一緒におこなっています。 

「今日も一日元気に過ごしましょう！エイエイオー！」とみんなで気合

を入れています。 

毎月一回カラオケクラブがあり、

参加される利用者さんは喫茶室へ

元気に行かれています。十八番を

一生懸命うたってみえます。 

その練習の成果を見せるカラ

オケ発表会がありました。参加さ

れる利用者さんは緊張した表情で

したが、マイクを持つと一生懸命

練習してきた曲を歌い上げていました。それを聞いている利用者さんも口

ずさんでいたり、手拍子をしたり、とても楽しんでみえました。 

その姿を見ていると一日の生活の中で笑って楽しく過ごすことがとても

大事なことだと改めて感じました。 

４月から、新たな気持ちで利用者

さんとスタッフとともに一緒にな

って楽しい時間を過ごすためにい

ろいろ考えて取り組んでいきたい

と思います。 

 

（Ｃブロック  

統括リーダー 松川ゆか） 



平成２４年度 明範荘行事予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都合により変更になる場合がございますので、ご了承願います。 

４月 ６日 はなまつり 

５月  

６月  

７月 ６日 七夕祭 

８月 ９日 夏祭り 

９月 ４日 避難訓練 

１１日 敬老祝賀会 

１７日 家族会 

１０月 １日 創立記念日 

１０日 合同運動会 

１１月 ６日 文化祭 

１９日 報恩講 

１２月 ７日 合同カラオケ発表会 

２５日 クリスマス・忘年会 

１月 １日 新年祝賀会 

１０日 餅つき大会 

２月 ４日 節分豆まき 

２０日 避難訓練 

３月 ５日 雛祭り演芸会 

通年 ・外出会 

（４月～１０月頃まで随時企画） 

・真宗大谷派名古屋教区２７組巡回法話 

（毎月第２金曜日） 



栄養士室より～「ムース食の紹介」～ 

高齢になるとものをかんだり飲

み込んだりという、食べるため

に必要な機能も衰えやすくなり

ますが、周りの人と同じものが

食べたい、見た目のいいものが

食べたいと思う気持ちは誰にで

もあります。そんな声に応え、3

月より新たに「ムース食」を開

始しました。 

明範荘では飲み込みの程度により、5

段階に食事の形態を分けています。

ムース食は、水やお茶が飲み込みづ

らい方で、なめらかで舌でつぶせる

ものであれば食べられるという方を

対象に提供しています。 

食べた感じは名前の通りムースその

もので、素材毎に形を作っているの

で素材そのものの味も楽しんで頂け

ます。また、主菜、副菜をそれぞれ

の皿に盛り付けることで、より他の

食事形態の方に近いものを出せるよ

うに力を入れています。実際に提供

している利用者の方からも「見た目

がきれいでうれしい」「食べやすくな

った」などと喜んで頂けています。    

オムレツのカニあんかけ 

えびの卵とじ煮 

鶏肉の照り焼き 



★ムース食ができるまで★ 

今回は鮭の西京漬け焼きの作り

方をご紹介します♪ 

①魚は酒、塩で薄く味をつけて蒸す 

②水とゲル化剤（ムース状にするため

の粉）をいれ滑らかになるまでミキサ

ーにかける 

③ラップで形を作る 

④しばらくして固まってきたら魚の

切り身に似せてカットする 

 

⑤西京みそダレを作る 

⑥ハケでタレをぬる 

⑦バーナーで焦げ目をつけて出来

上がり 

⑧付け合せの昆布もムース上のも

のを作って添える 



 コラム 
 

 

 

平成２３年４月より介護報酬が改定されます。６年ぶりの診療報酬との同時改

定であり、昨今の国家・自治体の財政難、増え続ける社会保障費、介護職員の

処遇改善の確保、といったさまざまな問題がどのように介護報酬に反映されるか

注目されました。 

結果、全体で 1.2%のプラス改定であるということですが、国の施策方針に基づ

いたごく一部のサービス以外には、実質マイナス改定ではないかという思いを抱

く改定となっています。 

以下に主な変更点を紹介させていただきます。 

 

・基本サービス費の変更 

基本サービス費が見直されています。特別養護老人ホームをはじめとする介

護保険施設における基本サービス費は軒並み減額されております。 

また、デイサービスにおいてはこれまでどおりの提供時間の場合は約１０％の

減額となり、大きな影響を受けることになります。これにより４月から営業時間を変

更する事業者もでてきております。 

※明範荘デイサービスセンターは当面これまでどおりの時間帯で営業いたします。 

 

・介護職員の処遇改善に関する見直し 

ここ数年来テレビなどで取りざたされています介護職員に対する低賃金の問

題。低賃金から離職率の増加や専門職の質の低下などを招くこととなり、「介護

職員処遇改善交付金」という形で介護保険とは違う財源から交付金をいただい

ておりました。その交付金が２４年３月いっぱいで終了してしまうので、その代わり

として新たに「介護職員処遇改善加算」が創設されます。 

サービスによって利用総額の１．１％～４．２％の加算が発生します。 



 

 

 

 

・地域区分の見直し 

地域区分は都市部と地方の人件費割合を考慮し、一般的に人件費が高くな

る都市部の事業所の報酬を高める仕組みです。 

これまでは名古屋市などの大都市部が対象とされてきましたが、今回の見直

しで対象の地域がかなり拡大されました。当該地域の愛西市も６級地に区分され

ることとなり、それにより施設系サービスで１単位＝10.14 円（従来は 10 円）で計

算することになります。 

 

上述の通り、今回の改定にはさまざまな変更点がありました。まだまだここでは

とても紹介しきれないほど細かな変更がたくさんあります。 

既にご利用者の方からも最終的に高くなるのか安くなるのかどっちなの？と聞

かれることがありますが、計算方法が複雑化し正確な金額をその場で算出するこ

とも難しくなってしまいました。 

また、加算を取得するためには、さまざまな条件が設定され、専門職人材の確

保や、重度介護者への対応強化など、すぐには対応できないことがたくさんあり

ます。このまま、だまっていれば減額につながってしまいます。それを維持してい

くために人材登用や育成などに投資をしていかなくてはなりません。単純に介護

報酬が上がったからよかったではすみません。今後のわれわれのあり方に大き

な宿題を突きつけられたような思いを抱いております。 

そしてなにより、いただく報酬が上がった下がったという話しは、利用者の方々

の立場からしてみるとサービス利用に対する負担が上がる下がるということであり

ます。利用される方々に満足・納得していただける高品質サービスとなるようにこ

れまで以上に切磋琢磨していかなくてはならないと気持ち新たにして励みたいと

思います。 



事例研究発表会 

奨励賞受賞 
２月２８日名古屋市のウインクあいち

にて第１０回愛知県老人福祉施設大会が

開催されました。 

県内の各施設が集まり、介護技術の発表

やケースの事例検討などを行い研鑽を高

めていくものです。 

明範荘も認知症介護の研究を発表しま

して奨励賞をいただくことができました。 

認知症介護は近年医療的なアプローチからの進歩が目覚しく、我々とし

ても利用者の生活の質向上に貢献できるよう、新しい知識も取り入れて試

行錯誤しております。 

今回の受賞は介護するわれわれにとって非常に励みとなりました。 

これからもこの励みを胸にがんばって介護の勉強をしていきたいと思い

ます。 

 

慰問・寄付のお礼 

 日赤奉仕団愛西市八開支部 さま 

 ふれあい芸能グループ さま 

 



新職員紹介 

 

4 月 1 日より事務で働かせて頂くこと

となりました。早く仕事にもなれ、皆

様と一緒に頑張りたいと思います。こ

れからよろしくお願い申し上げます。 

（事務員 大城洋二） 

   

3 月 26 日よりコスモスユニットに配

属となりました。いろいろご迷惑をお

かけしますが頑張りますので皆様よ

ろしくお願い致します。 

（Ａブロック介護員 井手淳） 

3 月まで専門学校生で、4 月から初め

て社会人として働きます。期待と不安

でいっぱいですが、一生懸命努めてい

きます！皆さんかわいがってくださ

いね♪ 

（Ｄブロック介護員 佐藤由希子） 

グループホーム開設により、他に

も新職員数名増員しております。

よろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

遠方からの面会の際などお気軽にご利用ください。 

予約制ですので、ご利用の際には必ずお電話にてご連絡ください。 

都合により変更の場合がありますのでご了承ください。 

ＴＥＬ：０５６７－３３－３０７７ 

 

 

                      

愛西市無料巡回バスでは明範荘前に停留所が設置されています。 

運行日は月～土曜日となっています。年末年始(12/28～1/4)と 

日曜、祝日は運休となっておりますのでお気をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

上記はコースの一例です。詳しくは愛西市ホームページ、または 

愛西市役所総務課(0567-26-8111)にお問い合わせください。 

 

八開ルート１コース 

藤波駅 １０：４９ 

↓ 

町方駅 １１：０１ 

↓ 

明範荘 １１：１２ 

八開ルート２コース 

明範荘 １３：５４ 

↓ 

町方駅 １４：０４ 

↓ 

藤波駅 １４：１６ 

(第２・第４ 金曜日) 

津島駅 １０：００   明範荘 １４：００ 

↓           ↓ 

明範荘 １０：２０   津島駅 １４：２０ 



社会福祉法人 貞徳会 

明範荘養護老人ホーム 

明範荘特別養護老人ホーム 

明範荘デイサービスセンター 

 

愛知県愛西市赤目町山之神 30 番地 1 

TEL 0567-33-3077 

FAX 0567-37-0212 

Mail  info@meihansou.or.jp 

HP http://www.meihansou.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


