
会議録  （グループホームうみかわ 運営推進会議） 

作成日  平成２７年 ６月 ８日 

期  日 平成２７年５月２５日（月） 時 間 午後２時００分～午後 ３時 ２０分 

場  所 グループホームうみかわ 会議室 

 

 

出席者 

  (９名) 

 

利用者・家族 ０名（利用者）２名（家族） 

地域代表者 ３名 

市職員 １名 

包括職員 １名 

法人役員 ０名 

施設職員 ２名 

 

会議要旨 

 

議 題 

(テ―マ) 

 

①入居者さんの状況（介護保険関係） 

②前回、運営推進会議からの動きについて 

③「あったカフェ（認知症カフェ）」について 

④意見交換 

⑤その他 

 

 ① について 

介護度１の方、５名        高齢者認知症自立度Ⅲ以上の方、８名 

介護度２の方、７名 

介護度３の方、３名 

介護度４の方、０名 

介護度５の方、２名 

（女性入居者さんの契約解除により１７名のデータによるものである。） 

② について 

【別紙 .１】 

（１） ３月 ２５日   ・外食（せせらぎ棟）             

（２） 〃  ２８日  ・第１回 あったカフェ開催     

（３） 〃  ２９日  ・女性入居者さん１名 退所 

（４） ４月  １日  ・辞令交付式 

           （みやまの里から１名配属） 

（５） 〃   ３日   ・男性入居者さん１名 入所 

（６） 〃   ４日   ・掃除ボランティア２名 

           （玄関先の落ち葉等掃き掃除の協力。今後も、頻繁 

にボランティアに来たい、という。） 

（７） 〃    ６日   ・地域の方より紙オムツ類いただく             

（８） 〃    ７日  ・“あったカフェ” ボランティアに 

よるチラシ配り協力あり 

                       （地域に周知したい、いろいろな所 

に配りたい、という。） 

（９） 〃   ９日  ・花見（青海小学校、糸魚川中学校、みやま公園等） 

（10） 〃  １０日   ・花見 

           ・地域の方より、桜いただく 



（11） 〃  １４日  ・音楽リハ ボランティア 

（12） 〃   １５日  ・女性入居者さん 入院             

（13） 〃  １７日    ・“あったカフェ” ボランティアによる チラシ配 

り協力あり 

            （地域に周知したい、いろいろな所に配りたいとい 

             う） 

（14） 〃   1８日   ・コーラス ボランティア  

            （入居者さんの中にボランティアが入り、肩たたき 

等で交流される。）        

（15） 〃   ２１日    ・地域の方より花、いただく 

 ・ＤＳあじさいにて、魚の解体ショー 

（利用者さん家族も一緒に見学） 

（16） 〃  ２２日  ・あったカフェ （ボランティア）地元の方希望あり 

（17） 〃  ２４日  ・第２回 あったカフェ開催 

（18） 〃  ２５日    ・掃除ボランティア２名 

            （窓ガラスの清掃をしていただく。） 

（19） 〃  ２６日  ・カラオケポエム見学 ビーチホールまがたまにて 

            （昔の自分と重ね合わせて、楽しい時間を過ごす。） 

（20） 〃  ２９日  ・水保春季大祭当日  スタッフ（ボランティア）地 

元の方希望あり 

（21）５月    １日   ・水保春季大祭  

（ボランティアとともに午前の神輿、午後の水保観

音様御開帳、神楽で楽しむ） 

（22） 〃    ７日   ・女性入居者さん１名 契約解除 

                        (入院のまま） 

（23） 〃  １３日  ・女性入居者 救急搬送→点滴施行後、帰棟        

（24） 〃  １５日  ・県警ヘリコプター見学 

（ヘリコプターの座席に座らせてもらう。珍しい体

験に感激 西海小学校にて） 

（25） 〃  １６日    ・健康診断 ４名 アクアホールにて(ボランティア 

参加) 

・地域の方より野菜いただく 

(26)  〃   １８日  ・健康診断 ４名 アクアホールにて（ボランティ 

ア参加） 

（27） 〃  ２２日  ・第３回 あったカフェ開催 

（28） 〃  ２３日  ・西海小学校運動会見学 

（29） 〃  ２４日  ・女性入居者さん入所（こもれび棟） 

（30） 〃  ２５日  ・第１８回 運営推進会議開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 者：３月に女性入居者の退所があったが、行先はどこか。 

施設職員：介護が高い方で、特養に移りました。 

出 席 者：「あったカフェ」のチラシ配りは地元の方か。 

施設職員：地元の方です。介護経験もあり、「あったカフェ」に生かすことができれ 

ば、と思っているということです。また、第３回の「あったカフェ」には    

その方のおかげか、誘いを受けたという方が初めて参加された。 

出 席 者：地元の方のほうが、ネットワークの広がりがありそうですね。 

 

③④について 

（資料にもとづき説明） 

施設職員：第一回は、入居者さんのご家族向け説明会として実施した。初めての開催

で戸惑いや反省があった。   

     第二回は、誰でも立ち寄れる場所、情報交換が出来る場所との考え方で開

催した。個別相談の場所も必要との考え方でいたが、参加者の中に相談を

必要とされる方はいなかった。認知症の方とその方を介護している家族の

参加があった。大勢の参加で会場が狭かった、飲み物の提供の仕方等、反

省があった。 

出 席 者：他事業所の「あったカフェ」に参加した経験がある。事業所の規模、実施

事業により参加者、内容等に違いがあると感じた。その会場では認知症の

方を介護している家族の、本音を聞くことができた。ケアマネに本音を話

しているか考えさせられる場面があった。又、いちばん認知症の方に近い

ところにいる居宅介護支援事業所のケアマネの「あったカフェ」事業に対

するＰＲ不足を感じた。「あったカフェ」の会場では、認知症の人も役立

つ場所があるという認識や、他者との交流が出来る場所であり、安心感が

生まれると感じる。介護者が認知症の理解不足から虐待に向かわないよう

「あったカフェ」を利用して認知症の理解が進むことを願っている。 

施設職員：「あったカフェ」を開催中、地域の方が認知症について考え始めたと思わ

れるケースがあった。開催して効果を感じた時であった。 

     今後、認知症予防の大切さを関係機関と共に考えていきたい。 

出 席 者：受け入れの課題として、会場の広さ、会場の分散によるスタッフの不足等      

     とともに参加者の増加による事業所に入居している方への影響、開催当日 

 のプログラム決定、相談場所の確保等、今後の課題の多さが考えられるが。 

施設職員：開催内容により会場の変更は考えていきたい。“力”が分散しないように 

     各方面に協力をお願いしなくてはいけないと思っている。 

施設職員：入居されている方のご家族の意見はありますか。 

出 席 者：家族として事業所で「あったカフェ」を開催していることに不安は感じな

いが、開催時間が午後になっており、自分はその時間に参加できない。事

業所は午前の受診等、業務が入っていますね。 

出 席 者：個々に事情があり、全ての人の都合に合わせるのはやはり難しいですね。 

施設職員：市内で「あったカフェ」は４事業所で開催しています。他事業所を尋ねて

みるのも良いかと思います。 

出 席 者：地域向けのうみかわ便りで「あったカフェ」を取り上げられていますが、

地域の方にも関心をもっていただきたいと思います。「あったカフェ」の

開催日時が年間予定としてパンフレットに記載してありますが、この日こ

の時間しか相談できないということでなく何時でも相談等、受け入れてい

ただけるものですか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設職員：開催日のみの相談ではなく、事業所は何時でも相談等に応じる体制でいま

す。相談に行くという目的はなくとも、「お茶のみに行ってくるわ」の感

覚で当事業所においでいただきたい。 

出 席 者：「あったカフェ」には認知症カフェという名称もあるが、認知症関係者の

参加が主であるということと思っていたが今回、誰でも参加できることが

分かりました。また、認知症の予防ということを考えると誰でも参加でき

ることも分かりました。もっとＰＲした方がよいと思います。 

出 席 者：関係機関に説明、ＰＲを行っている。介護経験のない者は、全体像が掴め

ない、介護の経験した後にさまざまな催しがあることを教えてもらった方

がよいと言われた。 

事業所によっては、事前にプログラムを提供して参加者を集めている所も

ある。 

     参加者は自己紹介してコミュニケーションを取りやすくしたりしても良い   

     と思う、そうすることで認知症の人やその家族は意見交換がしやすいと思

われる。 

     入居者さんがいる事業所で開催するということは、認知症の方との交流が

でき、認知症を知るきっかけになるのではないかと思われる。いろいろな

発見があり、認知症の理解が広がることは良いことかもしれない。 

     「あったカフェ」は始まったばかりであり、振り返りながら進めば良いと

思っています。 

施設職員：今後、「あったカフェ」を継続していくと認知症に限らず様々な話題が出

てくると思います。小さな問題が実は大きな課題だったりすることもある

と思います。関係機関と連携をとって取り組む必要が出てくる場合もある

と思います。地域でその人が生活しやすい土壌を皆で作っていくという横

の繋がりが大切と思います。 

出 席 者：「あったカフェ」で認知症の人や家族、ボランティアや認知症と関係のな

い人等の交流で認知症が特別な言葉でなくなると思います。いずれ自分も

認知症になるかもしれないが、ここで交流することで「認知症は怖くない」

と思えるようになると思います。 

出 席 者：「あったカフェ」が始まり、開催の状況から情報が集まり始めましたね。 

     認知症の予防に関心をもった方等へ、更に周知をすることで、今後広がり

を見せていくと思います。 

出 席 者：広報等も、一歩踏み込んだ形がよいかもしれないですね。 

出 席 者：認知症の予防を意識している人や認知症に罹患している方でも自宅で生活 

     できるように、或いは、家族の中で認知症の家族を受け止められるように

介護経験のある人の話を聞くことが大切ですね。介護経験者の言葉は重い

ですね。介護の努力は認めてあげたいと思います。介護を一言で片づけて

はいけないという反省もあります。 

出 席 者：介護者は声に出して介護のことは言わないが、他者から見れば、素晴らし

いものを持って介護している。介護者を認めてあげる言葉を発することで 

     次につなげることが出来ると思う。 

出 席 者：介護者同志の交流は大切だと思いますし、経験者の話を聞きにきてほしい

と思います。 

出 席 者：「あったカフェ」の開催場所は町中が良いと思っていたが、いろいろな話

を聞いているとグループホームで開催されることにより、参加者がグルー

プホームを知るきっかけにもなりますね。グループホームで生活している



 方はどのように暮らしているのか、実際に見て、聞いて安心感がでるかも

しれないですね。“予防”になると感じました。 

     認知症は２人に一人が罹患すると言われています。広く認知症の理解が進

むと良いと思います。 

施設職員：今後、「あったカフェ」の継続で反省点も出ると思います。振り返りなが

ら地域に広がる「あったカフェ」でありたいと思います。 

⑤について 

施設職員：今月２６日、２７日、２８日に水保・北山地区にある当法人３施設の地域

向け施設開放があり、地域の方に施設を見ていただく計画があります。 

     他になければ閉会といたします。 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


