
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

川名山荘オープンいたしました！！ 
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ご あ い さ つ 

 

陽春の候を迎え、皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び 

申し上げます。  

昨年 4 月に明範荘に着任して 1 年が経ちましたが、この間大過なく過ご

すことができましたのも、偏に、ご利用者様・ご家族様をはじめ法人役職

員の皆様方、関係機関・業者等の皆様方のご尽力・ご協力の賜物と心より

厚くお礼申し上げます。 

 昨年度を振り返りまして、私にとりまして最も大きな出来事は、特別養

護老人ホーム川名山荘の竣工でございます。いよいよこの 4 月より業務を

開始する運びとなりましたが、地域の高齢者福祉の拠点としてご利用者

様・ご家族様にご満足いただける施設となるよう職員一丸となり努めてま

いります。どうか、この施設に対しましても明範荘同様、温かいご支援を

賜りますようお願い申し上げます。 

 また、本年 4 月より消費税率の８％への引上げが実施されました。これ

に伴い、ご利用者の皆様方にはご負担の増加となりますが、何卒ご理解を

賜り、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

さて、明範荘が本年度に取組む重点事項といたしまして、「地域包括ケ

アシステム」構築に向けての取組み、認知症ケア・看取りケアの充実、介

護力向上等を考えております。 

こうした取り組みを通じて、地域の高齢者福祉の一層の増進に役

立てたいと考えておりますので、どうか皆様方におかれましては、こ

れまでどおりご厚情を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

平成 26 年 4 月 

明範荘特別養護老人ホーム 

荘長 河井 博 



川名山荘 竣工 

  

 
 
 
 
 
 
先月号にて、完成間近な様子をご報告しましたが、工事は予定通り進み、

無事に１月３１日に竣工し、建物の引き渡しを受けました。 
 4月 1日より順調に入居受け入れも開始いたしております。 
そこで、今回は完成したばかりの川名山荘（かわなさんそう）を、ご披露さ
せていただきます。 
施設名にある通り、山荘のような温もりある施設となっております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まずは、（写真上）建物を西

からみた風景。正面玄関は

こちらからになります。 

（写真左）建物を南側から見

るとこんな感じとなっており

ます。 



玄関を入っていただくと、レリーフが
お出迎えしてくれます。 

応接スペースもきれいになりました。 
奥に薪ストーブがみえます。 

中ほどには吹き抜け中庭スペースがあり、
こちらでもくつろいでいただけます。 

普通浴室です。家庭用の普通の
お風呂にリフトがついています。 

座った姿勢が取れない方には、 
寝たまま入れるお風呂もあります。 

屋上に出ると…芝がひいてあります。
屋上緑化されています。 

  



川名山荘夜景モードで撮影してみました 

（写真左上）居室は、ご覧のとお

りすべてトイレ付の個室となっ

ています。 

（写真上）居室を入り口側から見ると、こ

のような感じです。ベッドとチェストは備

え付けのものをご用意しております。 

（写真左）家具等搬入前のユニットです。

写真を見ると広く感じるかと思います

が、実際かなり広いです（驚） 

  



避難訓練 

節分-豆まき- 

  
 
   
    
 
 ２月３日、今年の無病息災を願い、節 
分行事を行いました。 
職員と養護入所者様にも協力して頂き、 
鬼に扮して入居者の皆様に登場。 
節分豆は恒例となった甘納豆の袋詰めを 
準備。鬼が登場すると、怖がられる方も 
みえましたが、元気に「鬼は～そと～。」 
と鬼を退治してくれました。 
鬼が退散した後は、豆を年の数だけ？召 
し上がっていただきました。 
また、この日の昼食は助六寿司を提供し 
ました。恵方巻きではかぶりつけないの 
で、皆さんに合わせた巻き寿司で、恵方 
向いて食べて頂きました。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２月２０日、夜間を想定した避難訓練を実施しました。今回は夜間帯を 
想定した訓練を行いましたが、夜間帯なので少ない職員数でいかに入居 
者の皆様を安全に避難して頂くかがポイントとなります。今回の訓練で 
は火災を想定し、避難重点地区の入居者様のみ避難誘導したので、もの 
の数分で避難は完了。 
訓練ではスムーズに行きますが、災害は予告なく訪れます。 
こういった災害時に、適切に判断し、行動していくために 
は、日々の訓練が重要であると考えています。 
この地方では東南海トラフ地震という大型地震の発生が予 
見されておりますので、よりいっそう防災意識を強めると 
共に訓練を重ねていきたいと思います。 
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ひな祭り演芸会 
 
 
 
３月５日にひな祭り演芸会を行いま 

した。この日は行事食という事で、昼 
食はちらし寿司に、はまぐりのお吸い 
物を召し上がって頂きました。 
ご馳走でお腹を満たした後は、ホールに 

集まり、演芸会を楽しんで頂きました。 
養護の器楽クラブの皆さんによる合奏 
・合唱に始まり、養護・デイサービス 
・事務所・調理・看護・特養の各部署 
から、様々な出し物を披露しました。 
踊りや体操、寸劇に歌にクイズといった 
内容に、ホールにお越しの皆様のお顔に 
は笑顔という花が咲き乱れていました。 
この日は笑顔満開につつまれ、心温まる 
ひと時となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

養護器楽クラブの合奏・合唱 

養護職員の“夜桜お七” 

デイ職員の寸劇“水戸黄門” 

栄養士・調理員のカラオケ 



～デイサービス便り～ 
 

 
 

 
デイサービスでは毎日午後から

の 1時間程、体操やレクリエーシ
ョン活動を行っています。 
レクリエーションでは、利用者

様の介護度やＡＤＬに差があるも
のの、なるべく皆様一緒に楽しん
でいただける様な内容のものをス
タッフが考えて提供しています。 

 
 1月の創作レクでは、昨年世
界遺産に登録された富士山の
ちぎり絵を、3月のひな祭り発
表会に向けて完成させました。 
この大作の出来栄えには、利用
者様からも驚きの声が上がっ
ていました。 
 
また日によっては運動レク

として、手作りのボウリング大
会、見ている方はマラカスを持
っての応援で声を出して場を
盛り上げてもらいました。 
その他、回想法を取り入れたレク等、少しでも多くの利用者様の笑顔
が見られる様にと、スタッフ一同努力しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ホームの駐車場にある桜が今年も満開となりました。陽気もよく、皆で

お花見ランチをしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、ホームでは皆様で話し合い手作りおやつをよく作ります。 
今月は「みたらし団子」をつくりました。 
豆腐と白玉粉で作った団子は、プルプルで大好評でした。 
レシピを紹介しますので、是非作ってみてください。 
 
 
☆みたらし団子レシピ☆ 
 
【材料】 
団子      たれ 
白玉粉３００ｇ   しょうゆ 大さじ４ 
絹ごし豆腐１丁   みりん 大さじ４ 

片栗粉 大さじ２ 
砂糖 大さじ５ 
水 ３００ｃｃ 

 
【作り方】 

1.白玉粉と絹ごし豆腐をよくこねる 
（白玉粉のブツブツがなくなるまで） 
2.耳たぶくらいの軟らかさになったら丸める。 
3.沸騰したお湯に団子を入れ茹でる。浮いてきてからさらに 2～3分くらい茹でる。 
ザルにあけ、冷水または氷水で冷やす。 

4.みたらしのタレの材料をすべて小鍋に入れ、たえずかき混ぜながら、弱火～中火 
で加熱する。とろみがしっかりついたら完成。 

5.団子をお皿によそり、たっぷりタレをかけてできあがり。 



コラム 社会保障を充実させることと 

財政再建は両立する日がくるのか？ 
 

いよいよ４月から消費税が８％と引き上げられ、買い物にいっても電車に

乗っても生活の様々な場面で値上がりを体感する今日この頃であります。 

明範荘においても料金改定にともない値上げとなり、御利用者の皆様はこ

こでも負担増なのかと思われたのではないでしょうか。たいへん恐縮な限

りでございます。 

ところで、この料金改定については、国の介護報酬改定に基づくものであ

ります。今回の増税で当然、物品仕入れのコストも上がるわけですが、介

護サービスは非課税のためコストを転嫁できません。そのままでは持ち出

しとなってしまうため、介護報酬を改定する形で消費税のコスト増加分を

持つということになりました。ところが、消費税は５％から８％に上がり

ましたが、介護報酬は約 0.6％のプラス改定にとどまっております。 

普通に考えれば５％から８％に上がるのだから３％くらい上がるのかな

…と小学生の算数のごとく簡単に思いきや、そう甘くはありません。介護

事業者のコストに占める割合は人件費が圧倒的に高く、人件費部分には増

税の上乗せ分は入らないということです。 

しかしちょっと待ってください、もとより国は介護職員の待遇改善とい

うことを言っていたし、安倍首相は経済界には賃上げを要請していた。そ

して、そもそも消費税増税分は社会保障費に使われる…だったはず。もと

もと介護職員の待遇が良くないという認識があるならば、給料据え置きの

ままの増税は相対的な生活水準の低下を招き、さらなる待遇の悪化につな

がります。 

もうひとつの問題は、特養では介護保険以外の部分で食費・居住費をい

ただいております。この食費・居住費の単価設定は事業所にある程度の裁

量が与えられていますが、補足給付制度による縛りが存在します。補足給

付制度とは、所得に応じて食費・居住費の一部を介護報酬からまかなう制 

度です。介護保険負担限度額認定の申請をし、認められれば食費・居住 



費が安くご利用できる制度です。ただし補足の上限が定められており、例

えば食費であれば 1 日 1380 円となりますので、仮に 1 日 1500 円と事業

所が定めたとしても、補足給付で事業所が受け取れるのは 1380 円が上限

となります。食材費はもろに消費税の影響を受けることになりますが、補

足給付の上限は今回 1380 円と据え置かれているので、この分に関しては

完全に施設の持ち出しになってしまいます。消費税分は施設で自由に転嫁

してもらって構わないとはいわれていますが、明範荘では 9 割以上の方は、

補足給付の対象になっておりますので、そうなると対象者は 1 割以下とな

って焼け石に水となること、それから利用者間で発生する食費に違いが起

き公平感に欠けることなどを考慮し、今回、明範荘では据え置きとさせて

いただきました。（それでも値上げに踏み切る事業者はいくつもあります） 

そしてさらに消費税は１０％へと舵を切ろうとしております。実は今回

の介護報酬改定は消費税増税に伴う臨時的な対応であり、本来 3 年に 1 回

ずつ見直すこととなっています。そしてそれは来る平成 27 年度におこな

われます。そのとき、消費税がいくらになっているのか？介護保険の在り

方がどうなっているのか？近い未来の話でいろいろ言われていますが、ど

うなるかはわかりません。 

現在、社会保障審議会で議論されている終末期まで含めた在宅ケアを充

実させることを柱に考えることは間違ったことではないと思います。しか

し、それが社会保障費削減と結びつくと話がおかしくなるのだと思います。

実際、平成 27 年度に向けた議論では、特養の入所要件を介護度 3 以上に

厳格化するとか、要支援を市町村事業に移管するとか、軽介護度の方には

サービスを使おうと思っても使いづらくなってしまうと思える話がでてき

ております。 

はたしてどう変わってゆくのか、そ

れはわかりません。しかし、確実に変

わることだけは間違いありません。今

回の消費増税及び介護報酬改定は終わ

った話ではなく進行形の話であると認

識しなければなりません。 



川名山荘 開所 

川名山荘 竣工式・完成式 

 
 

 
 

３月２６日、あいにくの天気とはなりま 
したが、法人役員・職員らで竣工式を仏式 
にて行いました。導師は法人役員でもある 
光耀寺・鈴木住職につとめていただきまし 
た。 
その後、完成式典を執り行いました。式典 
には地域住民の方々をはじめ、行政関係者 
さま、施行業者さま等、多数のご来賓の方 
々に来ていただきました。また、式典では 
なかで、ヴァイオリン・ピアノデュオの記 
念演奏がありました。特にヴァイオリン奏 
者の辻川太暉さまは弱冠１２歳との事です 
が、素晴らしい演奏を披露して頂きました。 
式典の後は、施設見学会や給食業務を委託 
する栄屋食品の方にも応援に駆け付けて頂 
き、祝賀パーティを行いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月 1日、待ちに待った開所を 
迎えました。いよいよ特別養護老 
人ホームとして運営が始まります。 
ピカピカの施設、ピカピカのユニ 
ホーム、そして沢山の溢れる笑顔 
で、入居者の皆様をお迎えしてい 
きたいと思います。 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

八開ルート左回り 

藤浪駅 ９：５３  １３：３３ 

      ↓     ↓ 

町方駅 １０：００ １３：４０ 

      ↓     ↓ 

明範荘 １０：１５ １３：５５ 

八開ルート右回り 

明範荘 １１：４１ １５：２１ 

      ↓     ↓ 

町方駅 １１：５６ １５：３６ 

      ↓     ↓ 

藤浪駅 １２：０３ １５：４３ 

(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 

※平成 26年 4月 1日から運行改正されました 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私の部屋、桜の絶景スポットだから、見においでね♪」 

 

 

 

 

 

 

 

養護 観桜会 

“満開の桜の下で団子やさくら餅を食べてお花見をしました” 

 

 

 

 

 

 

 

 


