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ち現れており、自分たち
の力で解決することは困
難な状況にあります。
「 誰 も が、最 後 ま で、
人間らしく・その人らし
く、安心して、住み続け
られること」をそれぞれ
の地域で実現するために

力を合わせて取り組むこ
とがなにより大切になっ
ていると思います。
地域福祉の拠点として
特養ホームに期待される
役割を発揮していけるよ
うな取り組みを多くの事
業所や地域の方々と協力

して貢献していく所存で
す。
介護の担い手が不足し
ている中、私たちの施設
に 働 く 職 員 は、 施 設 に
とどまらず地域や社会の
〝宝〟
といえる存在です。
彼ら彼女らが働きがい、

かりぷの地域における役割や
展望について聞きました！
４月より新しく特別養
護老人ホームかりぷ・あ
つべつの施設長となりま
した。どうぞよろしくお
願いします。かりぷ・あ
つ べ つ が「 誰 も が 老 後
を安心して暮らせるよう
に」という願いのもと、
地域の人びとの 年にわ
たる運動の末、
法人認可・
建設許可を得て今日に至
る歴史を誇らしく思いま
す。
また当時、勤医協もみ
じ台内科診療所に勤務す
る青年職員として、建設
運動に参加していた自分
が今、かりぷで働くこと
になったことにたいへん
〝縁〟を感じています。
日本は、世界最速で超
高 齢 社 会（ 高 齢 化 率
％）に突入しています。
世界が経験したことがな
い事態に対して日本の国
は社会保障費を削り格差
と貧困を拡大させながら
「①自助②互助③共助④
公助」と順番をつけ住民
の善意や自発性を取り込
みながら対処しようとし
ています。
こうした状況を背景
に、高齢者・国民、地域
の実態をみると、生活上
の課題・困難が複合化し
世帯全体の問題として立
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生きがいをもって働き続
けられ、後継者が後につ
づくよう施設長として頑
張りたいと思います。
かりぷ・あつべつは来
年開設 周年を迎えま
す。特養の開設からはじ
まって、
「 介護予防から
看取りまで、在宅から施
設まで」と地域の方々を
トータルに支援できる機
能を持てるまでに発展で
きましたことに感謝し、
さらに発展していけるよ
う今後ともみなさんに支
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えていただきますようお
願いします。

２０１８年度のデイサ
ービスセンターかりぷの
お 花 見 は、 ５ ／ ２ ～ ５
／５の４日間で実施しま
した。実施期間中の天気
は、あいにくの雨模様の
日で、風が強く外を歩く
には肌寒い気温が続き、
ドライブを兼ねた車内か
らのお花見となりました。
今回は、江別市の錦町
公園までの道中にある桜
をゆっくり眺められるコ
ースを走りました。車内
では、利用者様同士が桜

を見ながら、これまでの
花見や桜に纏わる思い出
を笑顔で話しておりまし
た。帰りは別ルートを走
り、通り沿いの桜並木を
見物しながら、かりぷへ
戻ってくる約１時間のコ
ースとなりました。
今回のお花見に参加さ
れた利用者様からは、車
内やかりぷに戻られてか
ら「今年もお花見に参加
出来て良かった」
、
「桜や
コブシの花が綺麗だっ
た」
、
「来年もお花見に参
加したい」と笑顔で話さ
れる一方で、
「 公園内の
桜を見て歩きたかった」
等の言葉を貰いました。
来年のお花見は、５月
の天気が良く外を出歩け
る日の開催を目指してい
ます。

もみじの家は、窓が大きく四季の変
化が見てわかるデイサービスです。目
の前のグラウンドでは、少年野球が始
まり、春を告げているようにも感じま
す。ようやく暖かい季節がやってきま
した。皆様はいかがお過ごしでしょう

新入職員紹介

成美

梶野亜里抄

伊藤みどり

施設ケア科
介護職員
昨年の12月から勤務してい
ます亀尾です。まだまだ経
験は浅いですが、ご利用者
に沢山の笑顔を届けられる
ように頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

①小規模かりぷ
②介護職員
③利用者さんが楽しく過ご
せる場所を提供できるよ
うこれからも頑張ってい
きたいです。

①施設ケア科
②看護師
③入居者様の気持ちに寄り
添い、安心して過ごして
いただける看護を提供で
きるように努めていきた
いと思います。

亀尾

かりぷ
もみじ台

大久保るり

施設ケア科
介護職員
2月からかりぷ・あつべ
つで働かせていただいて
いる鹿糠と申します。ま
だ不慣れな所もあります
が、宜しくお願い致しま
す。

①もみじの家
②介護職員
③認知症の理解を深め利用
者様の気持ちの寄り添っ
たケアをできるよう頑張
ります。

よろしく
お願い
いたします！
春華
鹿糠

厚別
中央

家

デイサービスかりぷ

出行事
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ギョやムスカリ等のいろ
んな種類の花も一緒に見
ながら外の空気を感じて
来ました。最終日の土曜
日は、
八重桜が咲き始め、
色が濃い大輪の桜を見て
「また来年も見たいわ」
と期待される声も聞かれ
ました。ドライブの後に
はもう一つのお楽しみ！
ののかの近くまで戻り地
域の珈琲店で各自、好き
なスイーツ
（パンケーキ・
パフェ・ショートケーキ
等）を食べながら「やっ
ぱり花よりだんごだね」
と大笑い。美味しいおや
つを味わいながら賑やか
なに交流しました。ハン
ドドリップで落とした専
門店のコーヒーは格別だ
ったようです。

満喫していたようです。
外出はただ楽しむだけではなく、屋
外を歩行するという身体にもよい事が
あります。
これからも、楽しみつつ、運動しつ
つを大切に自宅での生活を少しでも支
援していきます。

①施
②介
③昨
ま
験
に
よ
す

①施設ケア科
②介護職員
③柴原啓輔です。皆様が笑
顔で生活できるよう支援
していきたいと思いま
す。よろしくお願いしま
す。

①デイサービスセンター
かりぷ
②介護職員
③2017年8月より、デイ
かりぷで勤務しておりま
す。覚えることが多いで
すが、笑顔で頑張ってい
きます。

啓輔

柴原

門前壮太郎

か。
さて、桜が満開という情報を得て、
利用者さんと近所へ桜の花を見に行き
ました。ご近所様より「今年はいつに
なく咲きが良いんだよ」
と満開でした。
地域の方とも交流ができました。
いつもは外へ出る事が億劫な利用者
さんも花見の声かけをすると「行って
みるか」意欲が出て、楽しむ事ができ
ました。
「また来るべ。
」と言う方もい
たり、男性利用者さんのお友達では、
なにやら二人だけの会話をするなど、

今年度初めての外出行
事を５月８日から４日間
行いました。今回は、白
石区のサイクリングロー
ド沿い７丁目から 丁目
の桜を見て、前半はソメ
イヨシノの大きな桜の木
の景色を堪能し、希望さ
れた利用者さんはサイク
リングロードの桜吹雪
の中を約１００メートル
位、機能訓練兼ねて歩い
て楽しまれた方もいまし
た。
比較的お天気にも恵ま
れ、チューリップやレン
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①施
②介
③2
つ
い
だ
が
す

①施設ケア科
②介護職員
③工藤翔馬と申します。利
用者様とご家族様の思い
を最大限汲み取れるよう
努めていきます。

①ぽろか
②管理者
③こんにちは。昨年7月か
ら働かせていただいてい
ます。今年4歳になる息
子がいます。がんばりま
す。よろしくお願いしま
す。

デイサービスもみじの家
かりぷ
上野幌

翔馬
工藤
絢佳
中林

春の外出
デイサービスののか
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第４木曜日 時から 時
で放送しています。当法
人の理事長が法人内で働
く職員とインタビュー形
式で対談したり、厚別区
で介護や福祉関係の活動
をしている方をお呼びし
て対談をする予定です。

また、ホームページにも
過去の内容を随時掲載し
ていきます。放送区域外
の方やラジオをお持ちで
ない方は、インターネッ
トまたはアプリで「ｒａ
ｄｉｋｏ」と検索すると
聴くことができますの
で、是非活用してくださ
い。

第

25回 かりぷ・まつり
美味しいやきそば
焼鳥、
ビール等があ
ります !!!
表現されており、Ｙｏ
ｕＴｕｂｅでも見るこ
とが出来ます。ぜひ機
会がありましたら、触
れてみてはどうでしょ
うか。
さ て、
「朱の輪姫」
のことです。
アイヌ
（人
間）と狼神の間に生ま
れた少女「朱の輪姫」
が父母の仇を討ったた
めに、真っ赤な輪に変
身して戦うという武勇
と悲恋の物語がユーカ
ラでは展開されていま

子供縁日やバザー
等で可愛い小物も
あります！
す。最後は、元の少女
に戻って、兄のポイヤ
ウンベの居城でしあわ
せに暮らしたとされて
いますが、「ある時は、
童の投げ輪のようにあ
どけなく、ある時は山
の端から出る満月のよ
うに輝き、ある時は炎
の輪となって血煙をあ
げるという不思議な
霊力を持った「朱の輪
姫」の「朱の輪＝ＫＥ
ＭＫＡ ＫＡＲＩＰ」
の「かりぷ」を私たち

の「老後の砦」の名を
いただいた」という内
容 が、
『朱の輪が翔ん
だ～老人ホームをつく
った住民運動の記録』
（１９９４かりぷ友の
会発行）に掲載されて
います。どんなストー
リーが展開されていた
のか、ますます興味が
湧いてきます。
（河原）

検索

かりぷ・あつべつ

ラジオ番組
やっています

協立いつくしみの会で
は、昨年度に引き続きラ
ジオ番組を放送していま
す。
「 ＲＡＤＩＯ Ｔ×Ｔ
・６ ドラマシティ
厚別ひと物語 街・夢・想
い」という番組で、毎月

より

世界を舞台にした戦い
や冒険の物語」が描か
れているというわけで
す。登場する神々が、
人間と同レベルで登場
したり、戦争が果てし
なく続いたり（実際に
歴史的な闘いがあった
か否かは論争になって
いました）するのです
が、描写的にはあくま
で「神話的」
「民話的」
に淡々と語られていま
す。ユーカラは、最近
では、アニメなどにも

担当：中林 ０１１・８９０・８７８７

著 書 の 中 に、
「ポイヤ
ウンベ物語 」
（ 福音館
書 店 １ ９ ６ ６（ の ち
講談社文庫）
、
「赤い輪
の姫の物語 」
（ 三省堂
１ ９ ８ １） が あ り ま
す。これが、ユーカラ
の「朱の輪姫」を元に
しているということで
す。ストーリーとして
は、神話的な和製ヒロ
イック・ファンタジー、
つまり「魔法が働き、
近代科学や技術がまだ
発見されていない空想

花

安幸
尚子

ホームページ http://karipu.jp

かりぷ・上野幌

石井

E-mail：itukusimi@karipu.jp

（敬称略）

（☎011-890-8787）
（☎011-890-8755）
（☎011-890-8733）

サービス付高齢者向け住宅ぽろか
小規模多機能ホームかりぷ
デイサービスののか

（☎011-896-1475）

厚別区上野幌1条2丁目2-30

〒004-0031

美和子 ウエス

〒004-0013

（代表☎011-896-1165）

●ケアセンター

中川

短期入所生活介護かりぷ・あつべつ（☎011-896-1165）

厚別区もみじ台西6丁目1-4もみじ台内科2F

〒004-0013

（☎011-894-0003）
指定居宅介護支援事業所かりぷ
（☎011-894-3636）
デイサービスセンターかりぷ
（☎011-896-8480）
訪問看護ステーションかりぷ
（☎011-896-8481）
高齢者支援ハウス えみな
札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉

品

物

厚別中央

●ケアセンター

勇夫

特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ
厚別中央5条6丁目5-20
℡896-1165

10：00～13：00

厚別区もみじ台西3丁目1-8

●ケアセンター

かりぷ・あつべつ

第25回 かりぷまつり実行委員会

主催

今年もよさこいや
楽しいステージが
あります !!!

2018年9月2日㈰

かりぷ・もみじ台

建治

寄附金

指定居宅介護支援事業所メイプルかりぷ（☎011-899-7722）
（☎011-899-7715）
ショートステイメイプルハウス
デイサービスもみじの家（認知症対応型）（☎011-899-7733）
（☎011-899-2525）
ヘルパーステーションかえで

田中

社会福祉法人 協立いつくしみの会

2017年12月1日～ 2018年4月30日

厚別区厚別中央5条6丁目5-20

〒004-0055

新婦人厚別支部コーラス
ユニコーン 紙谷眞理

いつでも、どこでも、誰もが、
安心して暮らし続けられるまちづくりを一緒にすすめましょう。

寄附者一覧

21

サービス付高齢者向け住宅ぽろか
お知らせ です

＝第３回＝

会場

20

現在、高齢者向け住宅ぽろかでは入居者を募集
しています。見学できますので、まずはお電話
でのお問い合わせをお待ちしております。

朱の輪

理事長 石山

●特別養護老人ホーム

理恵子

安藤

こらむ「朱の輪」の
第３回目です。
前 回 の こ ら む「 朱
の輪」で紹介しまし
たアイヌ民族の叙事
詩「ユーカラ」をもと
に、やさしく分かりや
すく物語化した本が
あ り ま す。 児 童 文 学
作家の安藤美紀夫の

こ ら む

日時

MHz

協立
いつくしみの会
77
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