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や介護施設︑介護職の方々︑町 また︑介護職員不足のため施設
会︑自治会の方々︑保育園・小︑ 利用人員を制限しなければなら
中学校に関わる方々︑政治や行 ない施設が生まれています︒
それでも︑現実にはなかなか
政に関わる方々等々とお話をす
る中︑みなさん介護の現状と将 ﹁どうにかしなくては﹂という
来に対しては﹁どうにかしなく 気持ちから前に進むことは難し
ては﹂と温度差はあれ考えてい いですよね︒そこで︑世田谷福
祉専門学校は介護︑福祉に関す
るようです︒
この船橋︑千歳台︑廻沢︑葭 る情報を少しでも皆さんに提供
根︑八幡山の地域にも数多くの して︑地域のみなさんに介護や
介護施設があります︒また︑希 介護職の魅力を知っていただけ
望中跡地をはじめこれから介護 ればと考えました︒もちろん︑
世田谷福祉専門学校が地域に根
施設が新設されています︒
しかし︑この地域でも介護職 ざした学校をめざし︑皆さんの
員不足が起きています︒先日は 日常のお役に立てればとこの
ＮＨＫの番組で︑その実態が取 ﹁新聞﹂を発行しています︒
り上げられ話題になりました︒ 様々な情報を載せたいと考え
ていますが︑こん
なことが知りたい︑
こんな記事を載せ
てほしいなど要望
も歓迎いたします︒
ご意見ご感想等遠
慮なくお寄せ下さ
い︒地域の皆さん
とともにこの新聞
を通して︑介護の
現実と将来につい
て﹁どうにかしな
くては﹂を始めた
いと思っています︒

魅力的な介護の仕事
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↑→写真上︑右
世田谷福祉専門学校での実習の様子
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2年前︑厚労省は2025年
には38万人介護職員が不足す
ると発表しました︒
こんにちは︒私は世田谷福祉
専門学校の校長︑金子広志と申
します︒
地域の皆さんには大東学園高
校の校長時分から大変お世話に
なっております︒この地域で働
き出して様々な方々からの援助
やら︑協力やら︑励ましやらを
受けるばかりで気づいてみれば
35年もお世話になってしまい
ました︒特に船橋西保育園に通
われている︵た︶︑園児たちに
は朝の挨拶で元気なエネルギー
をいただいていました︒ありが
たく思っています︒地域の方々

貢献します！

ちとふなまつり夏（駅前広場）

地域ふれあいコーナー

６月の行事

４日 ( 日 ) あおばまつり（船橋地区会館ほか）

11 日 ( 日 ) エコフェスタちとふな

子ども用品交換会（船橋小）

27 日 ( 火 ) 身近なまちづくり推進協議会

健康体操ヨガ（千歳温水プール）

15 日 ( 土 ) 船橋葭根会防災訓練（葭根公園）

７月の行事

16 日 ( 日 ) 廻澤神社盆踊り、

先日︑春の日差しが気持ち良かっ
た朝︑本校と三菱集合住宅の間の道
路を掃除しながら草取りをしました︒
親指と人差し指で草をつまみながら︑
なかなか抜けない草には汗が出るほ
ど親指に力を込めて抜きました︒そ
うしたら親指の付け根が昼頃から痛
むのです︒﹁筋肉痛だろう﹂と思って
そのままにしておいたのですが何日
経ってもなかなか治りません︒仕方
なく千歳台の交差点の歩道橋を苦労
して渡って整形外科まで行きました︒
そうしたらなんと﹁軟骨がすり減っ
ている﹂そうです︒しかも︑復活す
ることは望めないと・・・︒私も
60を何年か前に超えましたが今ま
で痛いところもなく﹁老化﹂という
言葉を﹁まだ先のこと﹂と他人事の
ように受け止めていました︒ついに︑
私の中に﹁老化﹂が現実に登場して
しまったのです︒そうしたら身勝手
なもので介護
の現状と未来
を﹁どうにか
しなくては﹂
という気持ち
が︑前にも増
して急上昇し
てしまいまし
た︒

22 日 ( 土 )23 日 ( 日 ) 希望ヶ丘団地夏祭り

世田谷福祉専門学校校長 金子広志

せたふくだより
世田谷福祉専門学校

地域の施設紹介
世田谷区立特別養護老人ホーム

上北沢ホーム

上北沢ホームは︑平成11

クよくサービスを提供していま
す︒世田谷福祉専門学校様の卒
業生も介護福祉士として力を発
揮していただいています︒
また︑地域との交流にも積極
的に取り組んでいます︒様々な
実習生・体験学習やボランティ
ア活動の受け入れ︑近隣の保育

湯田久志︼

先日１年生の生活支援技術の授業で︑
車いす介助の体験学習のため︑学生た
ちと車いすを５台連ねて希望ヶ丘公園
まで行く機会がありました︒その途中︑
地域の皆様が学生に声をかけてくださ
る場面があり︑地域の方が私たちに興
味をもってくださったこと︑学生が地
域の方とお話しする経験を持てたこと
をとても嬉しく感じた瞬間でした︒ま
た老人給食の検討会に参加させて頂く
機会もありました︒そのなかで﹃地域
で地域の高齢者を支えていきたい﹄と
いう強い思いを知ることができ︑ぜひ
その仲間に世田谷福祉専門学校を入れ
ていただきたいと感じました︒この新
聞を通して︑地域の皆様と交流をもち
つつ︑気軽に学校に足を踏み入れてい
ただければと願っています︒そして︑
地域の皆様にも質の高い介護福祉士養
成にぜひご協力をいただきたいと思っ
ています︒今後ともよろしくお願いい
たします︒

︻施設長

願い申し上げます︒

いりますのでよろしくお

られる施設を目指してま

地域の皆様の期待に応え

様からご支援をいただき︑

これからも︑地域の皆

1回開催しています︒

﹁みんなのカフェ﹂を月

認知症予防に取り組む

を対象に︑楽しみながら

昨年から︑地域の皆様

化の醸成に努めています︒

作などを通して交流し︑福祉文

と行事や防災訓練・車いすの操

園︑学校︑大学や自治会の皆様

シャジー

年に開業した世田谷区立の特
別養護老人ホームです︒業務
内容と定員は︑特別養護老人
ホーム１００人︑短期入所生

世田谷区社会福祉事業団の
マスコットキャラクター

三木真生子

活介護20人︑通所介護45
人︑認知症対応型通所介護12
人です︒通所介護では︑延長
サービスや配食サービスも実
施しています︒
医療対応の必要な方︑要介護
度が重度の方など様々なニーズ
のあるご利用者が︑個人の尊厳
を大切に︑その人らしく生きて
いただくよう支援しています︒
職員体制は︑介護福祉士︑看
護師︑医師︑社会福祉士など専

こ

い

ま

門職の多職種協働でチームワー
地域の皆様 はじめまして 世田谷
福祉専門学校の三木真生子と申します︒
担当科目は介護の基本︑生活支援技術︑
介護実習などです︒私は本校︵旧 世
田谷ビジネス福祉専門学校︶の２期卒
業生でもあり︑介護福祉学科専任教員
でもあります︒卒業後︑介護福祉士と
して社会福祉法人の施設で現場経験を
積んでいましたが︑現場で責任のある
立場を任されるようになった頃︑母校
から教員としての誘いがありました︒
正直なところ現場が大好きだったので
﹁現場に残るか﹂﹁教員になるか﹂でと
ても迷いましたが﹁介護の楽しさ︑魅
力を伝えたい﹂という思いから教員に
なることを決めました︒あれから早
13年⁝︑これまでせたふくは地域に
根差した福祉の実践をうたいながらも︑
地域の方に学校の様子を知っていただ
く機会もなかなか持つことがなく︑もっ
と交流が持てる場をつくっていきたい
と考えていました︒

せたふく教員紹介

み き

せたふくだより
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今年の春より︑世田谷福祉専門学校を卒
業してココカラファイングループ山本サー
ビスという千歳船橋駅前にある訪問介護事
業所で︑サービス提供責任者として勤め始
めました︒
入学前は︑介護という仕事を大変だろう︑
辛いだろう︑という想像でしか理解してい
ず︑自分が介護に携わって働くとは思って
もいませんでした︒
入学のきっかけは︑私が卒業した高校が
世田谷福祉専門学校を運営しているという
こと︑そして︑専門職としての資格がとれ
たら将来役立つかもしれないという単純な
思いからでした︒

卒業生から

第２０期生 山﨑茉莉子さん
右も左も分からないまま入学しましたが︑
プロとしての技術︑人と関わっていく大変
さや楽しさ︑生活していくために必要な知
識を学ぶことができました︒
２年間という︑長いようで短かった学校
生活は専門職としての知識以外にも︑自分
に対する自信が持てるようになりました︒
そして︑私が訪問介護を仕事として選んだ
理由は︑利用者宅を訪問することで 人
1 1
人としっかり向き合うことができることに
魅力を感じたからです︒
地域との連携を取りながら住み慣れた自
宅で生活していきたいという利用者の思い
に︑出来る限り応えて︑自立した生活を送っ
てもらおうと︑その生活をサポートするこ
とにやりがいを感じています︒
人と人が関わっていく中で︑相手の気持
ちをすべて理解することは難しいことです
が︑悩みや喜びを共感することで︑ともに
考え︑歩んでいくことはできると思います︒
これからも︑思いやりの心を忘れず介護
福祉士としての自覚をもって地域に貢献し
ていきたいと考えています︒

このコーナーは︑生活のなかで
役に立つ介護に関する情報をご紹
介していきます︒
第1回は︑ボディメカニクスです︒
人の動きは︑神経︑骨格︑筋肉︑
関節が複雑に作用し成り立ってい
ます︒
これらの総称をボディメカニクス
と言います︒
このボディメカニクスを活用する
と︑楽に体が動かせたり︑腰痛が
予防できたりします︒積極的に介
護や生活のなかに取り入れていき
たいですね︒
その原則を数回に分けてご紹介し
ます︒

いかがでしたか︒生活のなかで無
意識に行っていることばかりです
ね ︒世 田 谷 福 祉 専 門 学 校 の 学 生 は ︑
このボディメカニクスの原則を入
学してすぐに学び︑それをもとに
2年間︑介護技術を学んでいきま
す︒

重い荷物を持つ時を想像して
ください︒手を伸ばして荷物を
持つのと︑胸に密着させてもつ
のはどちらが楽でしょうか︒も
ちろん︑胸に密着させるほうで
すよね︒皆さんは︑その方が楽
にできるからと無意識に行って
いることだと思います︒これは
立派なボディメカニクスの1つ
で︑対象に近づくという原則で
す︒
︻介護場面での活用︼車いすや
原則2 対象を小さくまとめる
ベッドに乗り移るとき︑体を密
お布団をこれから運びたいと
着させることを意識すると余分 思います︒小さくまとめて持つの
な力をかけずに移乗することが
と
︑
広げたまま持つのではどちら
できます︒
が
楽でしょうか︒まとめた方が持
ちやすいですね︒これが対象を小
さくするという原則です︒
︻介護場面での活用︼寝ている方
の腕や足を曲げることによって︑
ベッドとの摩擦が減り︑動かしや
すくなります︒

原則１ 対象に近づく

カイゴ
ワンポイント！

