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社会福祉法人パール

地域の方々と豊かな暮らしを創造する

パールだより
4月号
パールが大切にする基本三理念

一 人間の尊厳

桑原 敏武 区長（写真左）をはじめ、渋谷区高齢者サービ
ス課 山崎善広課長（写真中央）福祉部 介護保険課 豊田理
香 課長（写真中央）、より祝辞を賜りました。

〒150-0035 東京都渋谷区鉢山町3-27
電話 03-5458-4811
http://www.shibuya-pearl.or.jp
発行日 平成26年4月1日
発行人 新谷弘子 制作編集 入江祐介

一 個人の尊重

一 共に生きる社会づくり

パール創立以来、式典や納涼祭で演奏して下
さる、ラ・サラのお二人。当日も美しいピア
ノとヴァイオリンで花を添えて下さいました。

新谷理事長より、創立当初よりお世話になっている理事・評議員、会計事務所、医師、ボランティアの方々
へ感謝状と記念品を贈呈致しました。

社会福祉法人パール 理事
青木 利元 様

㈱福祉会計サービスセンター
代表取締役 宮内 眞木子 様

入江施設長、職員一同より、新谷理事長へ
日頃の感謝の気持ちを込めて感謝状を贈呈。

司会を務めて下さいました
岩本 節子 様。

特別養護老人ホーム
ボランティア 淡路 道子

様
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たのか。もちろん、国や都、
渋谷区などからの補助金が
あったとしても、自己負担
分はハンパな金額ではある
まい。
でも、建てちゃったので
ある。南平台。僕には懐か
しい地名なのだ。ちと脱線
するけれど、新聞記者になっ
「青山通りに立派な老人ホームを作りたいのよ」

て二年目の昭和三十五年。

――そんな“夢のような話”を、何度か聞かされた。

社会を騒がせたのが日米安

場所は、青山通りを入った小さなビルの一室。社会

保条約。いわゆる60年安保である。

福祉活動教育研究所（社活研）といった。
主婦を中心にしたボランティア・グループだった。
拡大字本、さわる絵本作り、病院への図書館活動な

時の首相、岸さんの公邸が南平台にあり、連日、
デモ隊が押し寄せて、僕も取材でウロウロしていた
ところなのだ。

どなど、ボランティア活動の常識にとらわれない、
ユニークな活動を続けていたのが新谷さん（理事長）

そんな地に老人ホームを作ることになり、頼まれ

と前グループだった。
出会いがいつだったのか。記憶も定かではない。

て僕も準備委員の一人。地元の皆さんへの事前の説
明会に何度か同席したことがある。喜んでくれる人

僕が毎日新聞の社会部記者で、東京ボランティアセ

もいたけれど、反対する人も結構いた。

ンター（現ボランティア市民活動センター）の運営

「こんな閑静な高級住宅地に老人ホームは似合わ

委員をしていたころの何かの会議ではなかったか、

な い」「なんで地価の安 い都下に作らない のか」

と思う。そのパワフルな活動に引かれ、時々社活研

「交通事故が増えるのでは」等々、いろいろな意見

を訪ねてはお手伝いをしていた。

が出た。
そのつど「人は誰でもトシをとります。この地に

それ以来、かれこれ半世紀以上の、女房より古い
お付き合いである。
高度経済成長まっ盛りの頃の話だ。都心の一等地
を、地道なボランティア活動をしている一主婦が老
人ホーム用に土地を買えるものではない。

施設が存在することが、どんなに有難いことか、きっ
とわかります」「皆さん方のために作るんです」と
説明したものだ。
なかには「あんたら金儲けで作るんだろう」と言
われたことも。さすが、このときばかりは“ホトケ

いくらお連 れ合いの冨士雄先生 が、日赤病院の

の坂巻さん”もアタマに来て、「僕は大学から“たっ

“偉いさん”でも無理だろうし、新谷財閥という話

ぷり”給料をもらっている。おカネが欲しくて作る

も聞かない。“星に願いを”という名曲があるが、

など、考えたこともありません」「発言を撤回して

彼女の話もその類で「まあ、夢見る夢子さんだなあ」

下さい」と強い口調で抗議したこともありました。

と思ったものだ。

避難用に作られた上層階のベランダ（回廊）も、

でも、夢は無いより有る方がいい。人生も半ばを

「入所者が上から家の中をのぞく」という声もあり

すぎてなお、夢を語る彼女。僕より二ツ三ツ年上の

ました。そのときも「お隣さんなんです。オバアちゃ

姉貴分だが、心の底では感心していた。

んお元気ですか、と手ぐらい振って下さいよ」と、

お金だけではない。当時都内の福祉関係者の“常
識”では老人ホームは地価の安い自然に恵まれた八

少々無責任な発言もしたものです。
この苦情に対して、渋谷区がお金を出して外が見

王子など都下に作るものだったのだ。

えないように目隠しをつけたはず。いま、どうなっ

だが、その夢が、渋谷の南平台近くの鉢山町とい
う一等地に実現しようとは、まさに「ビックリした

ているのでしょう。
当初はいろいろありましたが、作ったあとの十五

なあ、モウ」（古いギャグで申し訳なし）であった。

年は、皆さん、ご存知の通りです。

土地代や建設費など、財源をどこでどう工面され
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パールは、この地になくてはならない施設になりま

トシをとれば二ツ三ツの病気を持つのは当り前で

した。入所した方は言うまでもなく、地域で暮らす

す。僕の場合も高血圧、ガン、胆石など病名がいろ

高齢者や、お年寄りを抱えるご家族にとっても、困っ

いろついていますが、ご覧のように元気です。

たことはパールに相談すればいい。優秀なスタッフ
が、きっとチエを出してくれるはずです。

でも、ガンの手術の際には、死を覚悟しました。
四時間ほどかかる、と言われたので、「手術中に死
ぬことは ありませんか」と担 当医に聞きました。

渋谷駅からバスで十分弱という交通至便の地ですか

「全身麻酔ですから、苦しくもなんともなく死ねま

ら、入所者の家族も気軽に立ち寄れます。僕のよう

すよ」と、ジョーク半分ですが、念の為、遺書を書

な赤い灯青い灯が好きなジイさんなら、ベランダに

きました。

出て、「若い頃は、あのあたりで飲んだなあ」と都

手術の前夜に、あわてて書いたので「全財産は妻

会の夜景も楽しめるでしょう。（そんな人はいない

に」と、たいして財産があるわけでもないのですが、

ですか）町内会長さんも役員に入って下さって、地

妻に、と書きました。もっとも、これは書きすぎだ、

域とのパイプ役を担って下さいます。この十五年、

と退院後、とり戻しましたが。

少子高齢化は益々進み、日本は人口減少社会に突入
しました。

“終活”がはやっているそうです。皆様方にも、
エンディング・ノートや遺言を書くこと「今でしょ」
とおすすめします。

消費税も福祉充実のため（ホントカネ）というこ

新谷理事長ご夫妻を見習って、私共夫婦も十二年

とで8パーセントになりました。福祉の在り方も、
住み慣れた地で老いを迎えられるように、という在

前、縁あって岩手県の過疎の山村、西和賀町に私財
を入れて障がい者施設を作りました。

宅重視の流れに変わってきています。老後の住まい

これという産業もなく、一年の三分の一は雪で埋

も、パールのような施設だけでなく、自宅、サービ

まる人口七千人弱、高齢者化率45％の貧しい地で、

ス付き高齢者住宅、ケア・ホーム、有料老人ホーム、

いま四十六人の利用者のお世話をしています。

ケア付きアパート、高齢者専用賃貸住宅、等々、い
ろいろあって、迷ってしまいます。
医療の世界でも、入院より在宅で、というのが国
の大方針です。
パールは、施設サービスと合わせて、在宅での介
護にも力を注いでいます。最近は、病院から治療が
一段落すると退院をされて来る方が多くなってきて
いるそうです。その方々にパールは、在宅の訪問医
師と看護・訪問介護の力量をアップして地域の信頼
を得て、大勢の方の終末期介護・お看取りをされて

支援するのが、障がい者かお年寄りか、という違
いはあるにせよ、目指すところは同じでありましょ
う。
高齢者も障がい者も、日々の暮らし、あるいは人
生の最後まで、人として尊厳をもって生きていける
世の中を作る、ということです。
渋谷と西和賀。およそ対照的な地にある二ツの施
設に係われた幸せを思います。
広島の原爆慰霊碑や比叡山の法灯のように、永遠
に燃え続ける火があります。

いるのです。これって新しい時代の先端を行ってい

この渋谷・南平台・鉢山の地に、新谷理事長を中

ると思うんです。素晴らしいことですね。この地で

心として灯された“福祉の火”が、時移り、人が変

安心して生活が出来ます。

わっても、永遠に燃え続けることを心より願ってい
ます。

幸いなことに、このパールの新谷理事長のお連れ
合いは、医学博士の名医です。その名医が常務理事
で常駐しているのですから、これほど心強いことは
ありません。
病院が老人ホームを併設しているケースが多々あ
ります。医療と生活の場が隣接していると、理想的
にも思えますが、中にはお年寄りをホームと病院を
タライ回しにして、利益をあげている悪質な法人が
ないことはないのです。

社会福祉法人パール

理事・淑徳大学名誉教授・
毎日新聞名誉職員
社会福祉法人潤沢会

理事長
坂巻

煕
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特別養護老人ホーム パール代官山とは
介護が必要となり、自宅での生活が大変になった方が生活されている施設です。
老人ホームというと昔は暗いイメージがありましたが、実際はなるべく自宅と同じように
生活して頂こうと色々な取り組みを行っています。基本的な食事の時間やお風呂の時間は決
まっていますが、その方の生活リズムに合わせた介護計画を基本として、楽しみをたくさん
増やせるように様々な業種の職員が連携しています。自分で出来ることは自分で行い、出来
ないことを職員がサポートさせて頂いています。

職場紹介
男性職員 21名 女性職員 14名
医師 1名 看護師 4名 マッサージ師

モットーは、

1名

介護支援専門員

4名

介護福祉士

20名
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セールスポイント
外部からお越しになったお客様に対し、いつも明るく元気にご挨拶をさせていただくとい
う事です。
ご利用者含め、お客様の中には特養に対しどこか≪閉鎖的≫なイメージを持っている方
が多いのですが、そのイメージを払拭すべくまずは元気に明るくお出迎えし、笑顔で明る
い気持ちで帰っていただくよう職員一同心掛けております。

課題に取り組む
新人教育について
今まで新人が入社した際、初日から指導員と現場業務に入り、約1ヶ月後に独り立ちする
という指導方法をとってきました。しかし、新人にとってはご利用者、職員の名前を覚え
つつ、各勤務帯の動きも覚えないといけないため負担が大きいという問題がありました。
そのため昨年度より、ご利用者の普段の生活を見ながら施設の特徴をつかむ為の時間を
約一週間設け、以前より余裕を持ち勤務に入ってもらうことが出来ています。また、能力
別に到達目標を設けるなどの体制づくりを行っています。

今年度の抱負
ご利用者目線で物事を考え、充実した生活を送っていただく。
ご利用者だけでなく、職員も気持ちに余裕ができるよう、全体でフォローしあう優しい
職場を目指す。

1日の流れ

年間行事

6:00

― 起床

1月

正月

獅子舞・書初め

7:30

― 朝食

2月

節分

豆まき

10:00

― お茶・レクリエーション
機能回復訓練

3月

ひな祭り

12:00

― 昼食

4月

創立記念式典

14:00

― 入浴

5月

端午の節句

15:00

― おやつ・機能回復訓練

6月

鉢山中運動会・お楽しみ会

18:00

― 夕食

7月

七夕祭り

19:00

― 洗面

8月

納涼祭

22:00

― 消灯

9月

敬老会

10月

恵比寿運動会・ハロウィン

11月

ちびっこ神輿・文化祭

12月

クリスマス会・年越し

レクリエーションでは、バスハイク・地域
のオープンカフェ等への外食・映画鑑賞・
誕生会(月1回)・施設内喫茶・編み物 など
を行っています。
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新入職員への質問
① 趣味・特技・自分の特徴
② 最近好きなこと
③ 4月からの意気込み

特別養護老人ホーム
パール代官山
Maehara Nozomi

前原

希美

① 明るく前向き！！音楽鑑賞
が趣味です。 ② 最近一人暮ら
しを始めたので、自炊を頑張っています。 ③ 社
会人としての自覚を持ちながら、一生懸命頑張りた
いと思います。
東京の生活もパールのお仕事も、早く一人前になれ
るように頑張ります！！いろいろと教えて頂けると
嬉しいです。よろしくお願いします！！

デイサービスセンター
パール鉢山
Tsuji

辻

訪問介護事業所
パールケア
Naitou

内藤

Kaori

香央李

①特徴：実 は身長が 高いです
（見た目より） 趣味：東京観
光② 東京の観光名所を巡る事で
す。竹下通りやスカイツリー。東京タワーに一人で
行くことが好きです。③パールケアに配属され、資
格を持っていないので、実務経験は積めませんがケ
アワーカーさんの力に少しでもなれるように全力で
仕事を覚え、貢献していきたいです。
青森から来たばかりで、方言やイントネーションが
違って違和感を感じるかもしれませんが、徐々に直
していきたいです…。東京の事はほとんどわからな
いので、みなさんから、多くの事を教えて頂きたい
です！よろしくお願いします！

Misako

美佐子

デイサービスセンター

（社会福祉士）

Watanabe
①レース編みやあみもの、ビー
ズなど細かい肩がこるような手
芸をしてます。②最近は映画にハマって、一人で映
画館に通ったりしてます。③早く仕事を覚えて、み
なさんにも顔と名前を覚えてもらえるようがんばり
ます！よろしくお願いします！
社会人1年生、長所である明るさと前向き思考で
頑張っていこうと思います。

訪問介護事業所
パールケア
Shirai

白井

Satomi

聡美

（全商簿記1級(減価計算)）

渡邉

パール鉢山

Sinnnosuke

真之介

（介護福祉士）
① DJしてます。トランス、ハ
ウス、テクノ、e tc …、旅行好
きです。インド、南アフリカ、
ボツワナ、カンボジア、et c…
② ジャズが好きで、たまにブ
ルーノートに行きます。
③ のんびりやります

在宅生活支援センター
パラ食
Ohkubo Misato

大久保

美里

（全商簿記1級(減価計算)）
①趣味は漫画を読むことで特技
は料理です。特徴はすぐに顔が
赤くなることです。②最近は友達と買い物に行くの
が好きです。③まだまだ分からないことだらけです
が少しでも早く覚え頑張りたいと思いますのでよろ
しくお願い致します。
趣味が合う方などたくさん話かけて下さい。精一杯
頑張るのでよろしくお願い致します。

①趣味・ライブ参戦、V-Rock
鑑賞。人見知りです。②動画を
作成すること。③まだまだわからないことがたくさ
んありますが、日々勉強し仕事を覚えていてるよう
に頑張ります！
趣味が同じな方はぜひお話して頂けると嬉しいです。
これからよろしくお願いします。
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今回の春のお楽しみ会は、①ご利用者に26種目の競技名が書かれたくじをひとつ選んで頂く ②職員の名前が書
かれた紙を2枚選んで頂く ③選ばれた職員のどちらが競技に勝つか予想して頂く という企画でした。職員の隠
れた特技が光り普段とは違った一面をお見せでき、ご利用者と職員の距離が縮まって行くのを感じました。
おやつでは特別のスイーツとコーヒー、紅茶で楽しんで頂きました。

山手線対決：どちらが山手線
の駅をたくさん書けるか！

計算対決：3ケタ×3ケタの問
題。電卓の使用は不可ですょ！

カラオケ対決：皆さんの前だと緊
張して普段の実力が出せない～…

雛飾りをバックににっこり笑顔♪
お雛様にも負けない美人ぞろいです
パールのベランダ、隣の鉢山公園で
満開の桜を満喫。青い空に薄桃色の
花がよく映えてとっても綺麗でした。

世代間交流コンサート実行委員会
急ピッチで準備中！
いよいよ本番まで3カ月を切りました。
実行委員会では、チケット販売・各機関
への広報活動などなど、本番へ向けて励
んでいます！ご利用者・ご家族で参加し
て一緒に楽しみましょう！
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平成26年度 新人事
成松 嗣明
豊田 泰之
清原 明
荻布 善和
大木田 敏之
荻野 美紀

新
特別養護老人ホーム パール代官山 副施設長
特別養護老人ホーム パール代官山 副主任
本部居宅介護支援事業所 主任
パール恵比寿居宅介護支援事業所 管理者
地域包括支援センターパール センター長
訪問看護ステーション 理学療法士

資格取得者
社会福祉士
介護福祉士

野垣 美由紀
辻 美佐子（新人）
宮部 正人
鈴木 祐人
渡部 耕三
白土 宗孝
菊地 努
小菅 学
笹川 浩
天田 哲司
山中 良江
古山 美幸
石井 直美

社会福祉士

旧
地域包括支援センターパール センター長
ケアワーカーより昇格
副主任より昇格
本部居宅介護支援事業所 主任
パール恵比寿居宅介護支援事業所 管理者
2月よりリハビリ部門が追加

2名、介護福祉士

11名の合格でした

訪問介護事業所 パールケア
デイサービスセンター パール鉢山
特別養護老人ホーム パール代官山
〃
〃
〃
〃
〃
訪問介護事業所 パールケア
〃
〃
〃
〃

消費増税に伴う料金体系の変更について
平成26年4月1日より、消費税が8%にアップされました。介護保険制度も増税に伴い介護報酬の改定が実施
され、全体で0.63%の介護報酬がアップとなるそうです。これに伴い、毎月の利用料金が若干上がることにな
りましたので、ご了承下さい。
又、介護保険外の自費サービスにつきましても、増税に伴い料金体系の変更を実施させて頂きましたので、
あわせてご了承下さい。
＜料金改定例＞ 特養ホーム利用料金（1日当たり）

（単位：円）

現行
改定後
算定項目名
単価
単価
地域単価
改正額
要介護1
630
634
10.81
43
要介護2
699
703
10.81
43
要介護3
770
775
10.81
54
要介護4
839
844
10.81
54
要介護5
907
912
10.81
54
経過措置（要介護5）
873
878
10.81
54
自費サービス部門
デイサービス…昼食費：500円→700円
キッチンパール…麺：400円→450円、定食・丼・カレーライス：550円→600円
配食サービス…昼食：900円→850円＋税 夕食1,050円→950円＋税
家事援助有償サービス・パラケア…利用料：消費税5%⇒8% ハンディキャブ移送サービス…料金据え置き
介護予防教室…参加費：1,000円→1,200円 介護予防教室・若返りサークル…昼食代550円→650円
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パールだより

平成26年4月1日

①伸率＝2.2%
②利益率＝6.2%（5.2%）
③経費率＝人件費：73.9%（74.0%）、事業費：14.4%（14.2%）、事務費：4.6%（5.5%）
※（ ）内は平成25年度予算比較
＜総括＞ 高い目標設定により、全体の収支差額も前年度比で2,000万円増の見込み。増税の影響を受けながら
も、収入の増額幅より支出の増額幅を低く抑えることができている。事業費の増加は収入増に比例して増加傾向
（食費減の方針を取らなければ更に増加を示す）にあるが、事務費は業務委託費の削減影響により大幅なコストダ
ウンとなり、全体の意識により更に減額方向を示せるといえる。
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3月業務実績報告

3月の行事

03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.14
03.15
03.18
03.19
03.20
03.22
03.24
03.25
03.26
03.27
03.28
03.29

介護予防教室(包括)
ひな祭り(特養)
ひな祭り献立(栄養調理)
経営会議.品質会議.ケアマネ会議(居宅)
事務カンファ
介護認定審査会現認研修(施設長)
社会福祉法人指導検査(渋谷区)
サービス担当者会議(特養).
若返りサークル(社活研)
誕生日会(特養)
在宅カンファ(訪介)
経営会議.ケアカンファ.包括Ｃ会議(包括).
ケアマネ会議(居宅)
特養会議(特養).渋谷区連絡協議会(訪看)
在福協研修会(理事長他)
恵比寿地区見守り定例会(包括)
理事会・評議員会.介護予防教室(包括)
経営会議.品質会議．ケアマネ会議(居宅)
事務カンファ
外食(特養)
地域連絡会(包括)．カンファ(訪看)
在宅カンファ(訪介).東社協研修会(栄養調理)
サービス担当者会議(特養)
若返りサークル(社活研)
すこやか食生活協会理事会(理事長)
在宅カンファ(訪介)
経営会議.ケアカンファ.包括Ｃ会議(包括)
ケアマネ会議(居宅)
特養会議(特養).担当地域ケア会議(包括)
新任職員研修.給食会議(栄養調理)
新任職員研修
バスハイク(花見)(特養)
若返りサークル(社活研)

社会福祉法人パール（福祉総
合プラザ）は、開所以来15年
を無事に経過。去る4月1日に
は創設15周年記念式典を行い
ました。区長や課長方、ご家
族・来賓をお迎えし、職員やボランティアへの表彰
式もいたしました。開所以来の15年間を思い起こす
日になりました。開所後1年で介護保険制度は始ま
りましたがこの間に日本の高齢化をめぐる環境はすっ
かり変わりました。今日の日本の平均寿命は、男：
79,6歳、女：86,4 歳、過去の最長です。しかし少
子化もあり人口は減少しています。20年後には人口
の30％が65歳以上の超高齢社会が到来すると予想さ
れています。すると年金・医療・介護などの社会保
険給付は、100兆円を超えるのです。一方で歳入は4
5兆円ほどしか無い。結果、財源を国債に求めるこ

施設介護
入所率

特養

92.8％

通所介護
稼働率

一般クラス

89.2％

認知クラス

86.5％

短期入所

102.6％

訪問介護

1日平均利用件数

89.6件

訪問看護

1日平均利用件数

16.2件

居宅介護支援

実績件数

恵比寿居宅介護支援
福祉用具

183件

実績件数

81件

貸与者数

配食サービス

231名

キッチンパール

1日平均利用食数

218.5食

1日平均利用食数

51.8食

石鹸・日本茶・紅茶
バザー用品
日用雑貨（タオル、シーツなど）・
衣料品・食器 など（新品で）

とになり、若い人や現役世代の負担増となります。
私は、介護を必要とする病気寿命とを減らして、介
護を必要としない健康寿命を延ばし、高齢者の自立
と社会貢献を増やしていく努力を社会に求めます。
今後の介護保険や医療の実態を直視して、官民一体
となって、地域で支え合う環境づくりを期待します。
現在、パールは、新しい理事・評議員をお迎えし、
32種類の地域事業を展開。高齢者も障がいを持つ方々
も安心した生活実現のため努力しています。地域と
共に法人一体となって頑張って参ります。6月21日
（土）渋谷区公会堂の世代間交流コンサートには、
皆様と楽しい素敵な半日を過ごし、渋谷区が地域皆
で仲よく支え合う模範的な地域になるよう、ご参加
下さいませ。皆で手をつないで参りましょう。
理事長

新

谷

弘

子

