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とっても素敵にできました！とっても素敵にできました！とっても素敵にできました！

号号

ぽっぽぽっぽ

中宇治事業所に
短時間型通所
サービスが
オープンするよ

中宇治事業所に
短時間型通所
サービスが
オープンするよ

★詳細は２ページを見てね★★詳細は２ページを見てね★



令和３年度
団体賛助会員の皆様をご紹介いたします。（敬称略、受付順）

株式会社京都銀行宇治支店/公認会計士・税理士谷口貢事務所/株式会社近

畿パナソニックエイジフリーショップ京都南/莵道第二学区福祉委員会/大開学区

福祉委員会/北小倉地区民生児童委員協議会/株式会社新日本建機/特別養

護老人ホーム宇治さわらび園/一般社団法人宇治久世医師会/ヤマト株式会社ニ

ングルの森/医療法人栄仁会宇治おうばく病院/田中社会保険労務士事務所/御

蔵山地区民生児童委員協議会/医療法人社団一心会都倉病院/ウエジメディカ

ル株式会社/医療法人弥生会上田診療所/公益社団法人宇治市シルバー人材

センター/有限会社キョーシンオート/一般財団法人日本老人福祉財団京都ゆう

ゆうの里/宇治武田病院/莵道地区民生児童委員協議会/西小倉地区民生児童

委員協議会/小倉地区民生児童委員協議会/宇治地区民生児童委員協議会

個人・賛助会員の皆様は４９名です。　

ご協力ありがとうございました。

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は引き続くコロナ禍の影響を受けながらも、利用者をはじめ関係各

位のご理解・ご支援を得て在宅保健福祉サービスの提供に邁進できたことに
厚くお礼申し上げます。
さて、本年2022年、我が公社は創立25周年の節目を迎えます。
これまで公社を温かく見守り、育てていただいた利用者をはじめ関係各位

に改めて感謝を申し上げます。
1997年3月25日、「住み慣れた我が町宇治で安心して、余生を過ごしたい」

と云う多くの市民の期待の下、公社は呱々の声を上げました。
爾来、25年。その間、行政措置としての福祉サービスから利用者本位の介

護保険サービスの導入へ、というかつてない制度上の大転換を経験し、それ
に対応しつつ、利用者の方々のご要望や宇治市並びに宇治市社会福祉協議会
をはじめとする関係機関等のご支援・ご協力を戴きながら西小倉・東宇治・
広野・中宇治事業所の４拠点体制を構築し、「利用者とともに・市民ととも
に」歩むことを合言葉に、役職員一丸となって良質な在宅保健福祉サービス
の提供に総力を挙げ勤しんで参った次第です。
これからも、これまでの未踏の途を切り拓いて来た宇治市に於けるパイロ

ットとしての貴重な経験を活かし、「行政の公共性と民間の効率性」を兼ね
備えた在宅保健福祉サービスの専門的供給セクターという設立の趣旨を再度
確認し、利用者ニーズに即した新しいサービスの開拓も視野に入れ、なお一
層、利用者・市民のために精進努力する決意です。
本年もどうか宜しくお願い致します。

2022年　元旦

（一財）宇治市福祉サービス公社　

理事長　塚原理俊
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年頭所感年頭所感



要支援・事業対象者に認定された方が意欲や自信をもって生活を
維持、向上することを目的にしています！

グループによる体操プログラム

運動機能を高めるプログラム

軽量の負荷をかけたマシントレーニングに
より全身の運動を促し、筋力の維持、向上
を図ります。

軽量の負荷をかけたマシントレーニングに
より全身の運動を促し、筋力の維持、向上
を図ります。

季節の行事や脳トレなどを通して、喜びや

楽しさを実感し、脳の活性化を図ります。

季節の行事や脳トレなどを通して、喜びや

楽しさを実感し、脳の活性化を図ります。

一人ではなく、小集団での体操を行い、他者
の動作や反応を確認しながら自らの動作を促
します。

一人ではなく、小集団での体操を行い、他者
の動作や反応を確認しながら自らの動作を促
します。

認知機能の低下を軽減するプログラム
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個別の事情も踏まえ、生活動作上の不安等を把握
し、利用者自身の生活改善意欲向上につながる取
り組みを行います。

個別の事情も踏まえ、生活動作上の不安等を把握
し、利用者自身の生活改善意欲向上につながる取
り組みを行います。

中宇治事業所中宇治事業所

新
規
新
規開設開設

短時間型通所サービス短時間型通所サービス

機能訓練に特化した短時間（２時間以上）のデイサービス機能訓練に特化した短時間（２時間以上）のデイサービス

にてにて

今春今春
設計：㈱ゆう建築設計

サービス内容（予定）サービス内容（予定）

デイサービスでの過ごし方（予定）デイサービスでの過ごし方（予定）

事業内容事業内容

8：45
9：20
9：40
　　
　　　
　　
11：10
11：40

8：45
9：20
9：40
　　
　　　
　　
11：10
11：40

ＡＡ ＢＢ

13：45　…迎え出発
14：20　…到着⇒健康チェック
14：40　…全体ストレッチ
　　　　　　　 マシントレーニング
　　　　　　　 脳活性化プログラム
　　　　　　　 体操
16：10　…休憩・帰り支度
16：40　…送り出発

13：45　…迎え出発
14：20　…到着⇒健康チェック
14：40　…全体ストレッチ
　　　　　　　 マシントレーニング
　　　　　　　 脳活性化プログラム
　　　　　　　 体操
16：10　…休憩・帰り支度
16：40　…送り出発

公社では、今春、介護保険事業と
して、新たに短時間型通所型サー
ビス開設に向けた準備をしており
ます。現在、中宇治事業所にて改
修工事を行い、宇治市に認可申請
の手続きをしております。

公社では、今春、介護保険事業と
して、新たに短時間型通所型サー
ビス開設に向けた準備をしており
ます。現在、中宇治事業所にて改
修工事を行い、宇治市に認可申請
の手続きをしております。

アルバイト
スタッフ募集！

※詳細は総務課まで

(機能訓練指導員・ケアワーカー）

営業日：月曜日～土・祝日
利用時間：　 午前の部/ 9：20～11：40
　　　　　　 午後の部/14：20～16：40
定員：各１５名
対象者：要支援認定者・事業対象者

営業日：月曜日～土・祝日
利用時間：　 午前の部/ 9：20～11：40
　　　　　　 午後の部/14：20～16：40
定員：各１５名
対象者：要支援認定者・事業対象者

ＡＡ

ＢＢ



中宇治事業所中宇治事業所
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事業所通信

ラ 操体オジ
やってます

中宇治事業所では、毎朝ラジオ体操をしています。
金曜日は公社オリジナル肘肩歳三体操をはじめました。
中宇治事業所では、毎朝ラジオ体操をしています。
金曜日は公社オリジナル肘肩歳三体操をはじめました。

大阪屋マーケットの皆様をはじめ、日頃、宇治市の

認知症事業に参画している、れもねいど加盟企業、団

体が協力して、宇治市の主催で啓発イベントを開催し

ました。

公社としても、多くの企業や団体の皆様と協力し、

宇治市が認知症の人をはじめとするすべての人にとっ

て、自分らしく暮らせるまちになるように、尽力して

いきたいと思います。

認知症の人にやさしいまち・うじ認知症の人にやさしいまち・うじ認知症の人にやさしいまち・うじ認知症の人にやさしいまち・うじ

水曜日にラジオ体操

やってまーす！

水曜日にラジオ体操

やってまーす！

ひじかたとしぞうたいそう

肘肩歳三体操
ひじかたとしぞうたいそう

肘肩歳三体操

公社のYouTubeからでも

見ることができます！

Michiyo＆オイワコンサートMichiyo＆オイワコンサート

来場者は、認知症の本人、家族、れもねいだー、医療福祉関係者を
含め、老若男女問わず足を運んでいただけました。約200名の来場者
がありました。

ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました！

毎朝毎朝

10月31日（日）に
「認知症の人にやさしいまち・うじ」を目指して、広く
認知症について知っていただくための啓発イベントを開催
しました！

月…ラジオ体操第１

火…ラジオ体操第２

水…ラジオ体操第１

木…ラジオ体操第２

金…肘肩歳三体操

8時40分頃～8時40分頃～
屋外にて屋外にて

天気が良い時天気が良い時

事業所通信



事業所通信 西小倉事業所西小倉事業所
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事業所通信

9月にダイヤモンド祝賀会を開催しました！9月にダイヤモンド祝賀会を開催しました！
西小倉デイ

サービスに
て

西小倉デイ
サービスに

て

今年は２４名の方々が節目の歳を迎えられ、

賞状とお花の贈呈をさせて頂きました。

今年は２４名の方々が節目の歳を迎えられ、

賞状とお花の贈呈をさせて頂きました。

ダイヤモンドはカラット数が大きくなればなるほど価値があるとされてい
ます。1つ歳を重ねられる毎に「大きく」「価値があり」「輝きが増す」
事を願い、ダイヤモンド祝賀会としてお祝いさせていただいています。

ダイヤモンドはカラット数が大きくなればなるほど価値があるとされてい
ます。1つ歳を重ねられる毎に「大きく」「価値があり」「輝きが増す」
事を願い、ダイヤモンド祝賀会としてお祝いさせていただいています。

この日は、職員も正装していますこの日は、職員も正装しています

祝辞を代読しています

毎年、専務理事の挨拶で始まります

皆様、これからもお元気で

デイサービスにお越しくださいね!

皆様、これからもお元気で

デイサービスにお越しくださいね!

パチパチパチパチ



東宇治事業所東宇治事業所

前回ぽっぽ48号の表紙で
お目見えしたイラストがモ
ザイク画になりました。
お客様と職員の力作が、玄
関ホールで華やかにご来館
の方をお迎えします。

10月から東宇治コミュニティセンターにて、
宇治市脳活性化事業「あつまれ元気の森」が始
まりました。
体操や口腔、栄養、認知症のこと、地域で元気
に暮らすお話など楽しく情報発信しています。

認知症に関わる人、興味のある人、
当事者が集えるれもんカフェが
「みんなのカフェぐりぐり」で
初めて開催されました。今回の
テーマは「本人・家族の気持ちを
知ろう」で和やかにお話されました。

認知症に関わる人、興味のある人、
当事者が集えるれもんカフェが
「みんなのカフェぐりぐり」で
初めて開催されました。今回の
テーマは「本人・家族の気持ちを
知ろう」で和やかにお話されました。

イラスト担当：Mai Sawairiさんのコメント
細かいところまで丁寧にお客様が貼ってくださいました。
線が見えなくなったので、モザイクの上から書き直しています。
力作が完成して安心しました

紅組と白組に分かれて

栗拾い競争やパン掴み競争！

紅組と白組に分かれて

栗拾い競争やパン掴み競争！

正々堂々と戦いました！

正々堂々と戦いました！

事業所通信

今年節目をお迎えのお客様は傘寿５名、米寿５名、卒寿４名、

白寿３名、百二賀１名の１８名！記念の賞状をお贈りしました。

来年も皆様と一緒にお祝いできますように。

次回は1月22日に「コーヒーショップオーキタ」
（五ケ庄西川原）で開催予定です。
次回は1月22日に「コーヒーショップオーキタ」
（五ケ庄西川原）で開催予定です。

れもんカフェれもんカフェれもんカフェれもんカフェ

モザイク画モザイク画モザイク画モザイク画

秋の大運動会秋の大運動会秋の大運動会秋の大運動会
第24回第24回第24回第24回

あつまれ元気のあつまれ元気のあつまれ元気のあつまれ元気の 森森森森

お祝いをしていただきありがとう
ございます。まだまだ元気いっぱ
い、毎日を楽しみながらこれから
も過ごしていきます　　T.Y様

-５-

敬老の日「福寿祭」敬老の日「福寿祭」



広野事業所広野事業所

娘さんはじめ、お孫さんや
曾孫さんが駆けつけて下さ
いました。

娘さんはじめ、お孫さんや
曾孫さんが駆けつけて下さ
いました。

食欲の秋をお題に、それぞれ食べたいものや思いつく物等を書かれていました。食欲の秋をお題に、それぞれ食べたいものや思いつく物等を書かれていました。

毎月レクで書道
があります！

毎月レクで書道
があります！

娘さんが来てくださいました娘さんが来てくださいました

感染対策をしっかりと行い家族の方にもお越いただき、
一緒にお祝いができました！

事業所通信
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おめでとうございます

ふー

お花や写真、表彰状を贈らせて頂きました。お花や写真、表彰状を贈らせて頂きました。
おめでとうございます

開催開催
しまし

た
しまし

た
７月と９月に数えで
100歳を迎えられた方の
７月と９月に数えで
100歳を迎えられた方の

百寿お祝いの会百寿お祝いの会

大ファンだと話されていた氷川きよしさんのコンサートに行かれた時の
お話や、カラオケで歌って下さるきよし君の歌のことなどご紹介させて
頂きました。

専務、ケアマネジャーさんから
表彰状やお花を渡していただきました。
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新春お年玉クイズ
新春お年玉クイズ

お年玉クイズ　応募用紙

①

②

③

お 名 前：

ご 住 所：

電話番号：

応募締め切り：２月２８日

応募用紙に①お名前、②ご住所、③電話

番号、④クイズの答えをご記入の上、各

事業所にある応募箱に投函、または公社

職員にお渡しください。３つのクイズに

全て正解された方の中から各事業所７名

様に1,000円の商品券をプレゼントい

たします。□の中は漢字です。

②中宇治事業所でおこなっている体操の名前は？

※お申込みいただいた個人情報は厳重に管理し、景品の発送以外には使用いたしません。

歳三体操

歳三体操

事業所

事業所

③４月から始まる短時間型通所サービスはどこの事業所？

Facebookページへアクセスし、
宇治市福祉サービス公社で検索！
いいね！をお待ちしています

公式SNS発信しています！公式SNS発信しています！

Twitterでフォロー！QRコードか
らアクセス！または＠jyohoｃｔｒで
検索！

Instagramでフォロー！QR
コードからアクセス！または
＠poppoloveで検索！

QRコードを読み取り、
「お友達追加」をしてね！

①99歳のお祝いは白寿、１００歳のお祝いは？

応募締切　　2月２８日

新年おめでとうございます。

昨年もコロナの為、各事業所でのコミュカフェなど

は中止となり、地域の皆様とお会いする機会が少な

く残念でした。今年はコロナが収束していろいろな

ことができるようになってほしいと願っています。

皆様にとって良い一年でありますように。（K.K）

<

キ
リ
ト
リ>

編集後記編集後記

※本誌に使用しております写真につきましては、予めご本人

（又はそのご家族）から掲載のご了解を頂いております。

毎月の制作レクリエーションで、季節の壁画を作っています。12月には、
来年の干支の壁画を制作！
イラストを切ったり、折り紙で梅の花や松、竹などを作って頂き、謹賀新
年の文字も書いていただきました。
そして、壁画はレイアウトが命！（笑）
今年は寅年ですね。皆様にとって、良い年でありますように♪

もうちょっとこっちかな？
もうちょっとこっちかな？

貼り付け作業も盛り上がります！貼り付け作業も盛り上がります！


