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社会福祉法人 来友会

法人理念

総ては利用者の安心と信頼を得るために

基本方針 軽費老人ホーム 来友館

基本方針 在宅介護事業所 らいゆう

基本方針 小規模多機能ホーム くすのき

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

利用者の意向を尊重し、明るく楽しい生活空間を創造する。

利用者の尊厳を保持しつつ、自立した生活を営む事が出来るよう支援を行う。

地域との交流をはかり、福祉サービスの提供を通じて地域福祉の向上に貢献する。

法人の総ての職員が気持良く働くことの出来る魅力ある職場環境の構築を目指す。

利用者が心身共に健やかに、自立した日常生活を過ごせるように支援いたします。

良質で効率的なサービスの提供を目指し、普段の研鑽を以て職員の質の向上を

はかります。

利用者総ての人権を擁護するため、職員一人一人が常に自己点検を行ない、公

平公正な施設運営を実現させます。

職員間の情報の共有によって、利用者の安全と信頼が得られる魅力ある施設づ

くりに努めます。

個人情報保護法をはじめ法令の遵守を徹底します。

利用者第一の姿勢に徹し、真心と感謝の念をもって介護サービスを提供します。

より良き利用者の生活提案者を目指し、地域社会の模範となる介護事業者を目

指します。

利用者及び家族との相互信頼を築き共存共栄をはかります。

利用者総ての人権を擁護するため、職員一人一人が常に自己点検を行ない、公

平公正な事業所運営を実現させます。

個人情報保護法をはじめ法令の遵守を徹底します。

その人らしいくらしを応援します。

気づいたらすぐに行動します。

のぞみに合わせて笑顔で対応します。

施設をきれいに保ちます。

個人情報保護法をはじめ法令の厳守を徹底します。
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六つの心

愛する心
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法人開設 40周年を迎えて

理事長 西座 新二

社会福祉法人来友会が昭和 48年 3 月 23日（1973 年）付けで当時の厚生省か

ら法人設立の許可を受けて早 40年が経ちました。当然のことですが、今から 10

年前といえば設立 30 年で私は来友館の施設長として既に 12年の経験を持ってお

りました。その後の 10年間は父の前理事長が他界し、私が平成 15年 11 月の理

事会において理事長に互選され、以後現在まで理事長兼施設長として法人運営並

びに施設管理を執り行って参りました。（ここまでは 30周年記念号に掲載）

平成 22 年度には大阪府の森林再生加速化補助金を受け小規模多機能ホーム

「くすのき」と地域交流サロン「陽だまり」を建設し、平成 23 年度に事業を開

始いたしました。この施設「くすのき」は十分な余裕を持って建設しましたので、

１ユニット定員９名の認知症対応型共同生活介護の事業が何時でも開始できる

ようになっております。また、「陽だまり」は地域に開かれた社会福祉法人を標

榜する施設で、住民の方が気兼ねなくご利用できるように施設から独立した建

屋を山小屋風に建設いたしました。木材は総て大阪府産の木を利用し、公共施

設への木造建築の普及も担っております。

また、平成 23 年度には古くなって外観の傷みが目立つようになった、来友館

の外壁の改修と屋上の防水工事を大阪府の最後の大規模修繕補助金を利用して

実施いたしました。また、同時に火災による利用者の安全を高めるために、大

阪府が国より基金の委託を受けた補助事業としてスプリンクラー設置工事の補

助を受け各居室及び共用部分に設置すると共に室内消火栓の整備も併せて行な

いました。これにより築 40年の古い建物ですが、大切に使って後少し軽費老人

ホームとして利用して行きたいと考えております。

来友会は先代の西座正藏が西座家の敷地を地域の方にご利用して頂く為に来

友館を建設し、国からの建設補助が二分の一、西座正藏の寄付金が二分の一で

建設されました。その後、父は新たな事業に興味を示さず後から出来た法人が

どんどん大きくなって行くのを私は歯噛みする思いで見ておりました。今後 10

年は西座家敷地が最大限有効利用に活用できる年になります様に。
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お祝いの言葉

泉佐野市長 千代松 大耕

社会福祉法人来友会の設立 40周年、誠におめでとうございます。心よりお祝

い申し上げます。

貴法人におかれましては、昭和 48年に本市の古くからの市街地であり、歴史

的な街並みが残る春日町地区に軽費老人ホーム「来友館」を開設され、以来 40

年の長きにわたり、独立して生活することに不安のある高齢者が心豊かな生活

を送ることができるよう、慈愛に満ちた施設運営を行ってこられました。

また、近年は介護保険サービス事業にも積極的に取り組まれ、平成 23 年には

小規模多機能型居宅介護事業所「小規模多機能ホームくすのき」を開設され、

介護や支援が必要になっても住み慣れた家や地域で生活できるよう、高齢者の

在宅生活を支援する地域密着型サービスの拠点として事業を展開され、本市の

高齢者福祉向上に多大のご貢献をいただいております。

このように、高齢者を対象とした福祉サービスの担い手として、日夜真摯に

取り組んでこられた西座新二理事長をはじめ職員の皆様方のご尽力に対し、深

く敬意を表するものであります。

現在、我が国では、急速に少子高齢化が進行し、国民の４人に１人が高齢者

という超高齢社会を迎えようとしています。また、核家族化が進み、地域にお

ける人と人とのつながりが希薄化する中、一人暮らし高齢者や認知症高齢者が

増加するなど、高齢者を取り巻く環境は大きく変化しており、社会全体で高齢

者を支える仕組みの必要性がますます高まっています。

こうした状況の下、本市におきましても、明るく活力のある高齢社会を創造

するため、「尊厳を持ってその人らしく暮らせる、共に支え合う すこやか・は

つらつ いずみさの」を基本理念として、高齢者に関わる施策を総合的・計画

的に推進しているところであります。

どうか貴法人におかれましては、これまで積み重ねてこられた実績やご経験

を活かされ、これからの本市の高齢者福祉を充実させるため、引き続きお力添

えを賜りますようお願い申し上げます。

結びに、社会福祉法人来友会の今後益々のご発展と職員の皆様方のご健勝、

ご活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。
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法人創立 40周年に寄せて

来友会理事 中村 哲夫
泉佐野市議会議員

社会福祉法人来友会創立 40周年誠におめでとうございます。心からお祝い申

し上げます。前理事長西座正藏様が高邁なる設立の趣意の精神のもと泉佐野市

最初の軽費老人ホーム「来友館」を開設されて早いもので 40 年の星霜を迎えま

した。その間非常に多くの方々が施設の理事長始め職員さんの暖かい接遇を受

け楽しく穏やかな人生を送った事だと思います。そしてその精神は脈々と今に

引継がれており地域のお年寄り又家族にとって大変心強い存在であり高く評価

されております。しかし軽費老人ホームの経営事業は第一種社会福祉事業に位

置付けされておりながら平成 12年に介護保険制度が導入されて以降老人福祉施

設といえば特別養護老人ホームや老人保健施設或いはグループホームといった

介護保険を利用した施設に主導権を譲る事となっている様に感じられます。更

に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が改正され平成 24 年度から「サー

ビス付き高齢者住宅」の供給も国の施策として進められております。こういっ

たなか貴法人に於かれましては市の認可により平成 23年４月には小規模多機能

居宅介護事業所「くすの木」をオープンされ更なる地域福祉、地域貢献に取組

まれておられます。今後も国の施策の動向を検討して頂きながら貴法人がこれ

まで培ってこられた優れた人的、物的資源を最大限に有効活用して介護サービ

ス事業を含めた高齢者福祉事業を積極的に展開されるようにご期待している所

であります。又泉佐野市の長年の懸案であり、議員として長年提案し私のライ

フワークでもあるそして貴法人や当該地域が待望している府道土丸栄線につい

て現在の計画幅員 22メートルからいくらか幅員を狭くする事により費用対効果

を向上させ事業実施を早める事が出来ないか府市で検討すると聞いております。

幅員が狭くなっても府の事業（府の負担）として行われるとも聞いております。

現在府と市の政治関係の状況は良好ですのでビッグチャンスであります。災害

に強い街をめざす為にも行政と住民が一致団結して取組んでいくべきでありま

す。
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社会福祉法人来友会 創立 40周年 祝辞

大阪府福祉部高齢介護室長 樫岡 宗吉

社会福祉法人来友会が創立 40周年を迎えられますことを心からお祝い申し上

げます。

貴会におかれましては、昭和48年3月に社会福祉法人として設立をされて以来、

40年の長きに渡って軽費老人ホーム来友館を設置運営されるとともに、平成 12

年の介護保険制度の創設時には、訪問介護事業所や居宅介護事業所を開設、平成

23年 4 月には小規模多機能ホームくすのきを開設されるなど、地域における高

齢者福祉サービスの拠点として地域の方々とともに発展されてこられました。

また、医療や福祉などの課題を抱える方々への援助や、一昨年の東日本大震

災においてもいち早く被災地への支援に着手されるなど、社会貢献事業に積極

的に取り組まれ、府内の社会福祉法人の模範となる活動を展開されております。

これも西座新二理事長をはじめ役職員や関係者の皆様方のご熱意とご努力の

賜物であり、深く敬意を表す次第でございます。

この間、わが国における社会経済情勢は大きく変化し、高度経済成長期、そ

の後のバブル期とその崩壊を経て超高齢社会を迎える中で、高齢者施策の分野

では、住みなれた自宅や地域で安心して暮らし続けることができるよう、国に

おいて「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。

大阪府においても、昨年３月に策定しました「大阪府高齢者計画 2012」に基

づき、施設サービスや居宅サービスの基盤整備など、さまざまな施策を計画的

に推進しているところであり、介護、介護予防、医療、住まい、生活支援の各サー

ビスの有機的かつ一体的な提供が求められる中で、貴会の果たされる役割に大

きな期待を寄せております。

今日まで培ってこられました、高齢者の方々への介護と支援についての豊か

な経験をもとに、今後とも地域に根差したより良いサービスの提供に向け、ご

尽力をお願い申し上げます。

結びに、社会福祉法人来友会の一層のご発展とご活躍を心から祈念いたしま

して、お祝いの言葉とさせていただきます。
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社会福祉法人 来友会 創立 40周年 お祝いの言葉

社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 常務理事 酒井 喜正

社会福祉法人来友会の創立 40周年、誠におめでとうございます。心からお祝

いを申し上げます。

貴法人は昭和 48 年３月に設立されて以来、「総ては利用者の安心と信頼を得

るために」という法人理念のもと、地域に根ざした軽費老人ホームとして、利

用者が安心して暮らせるすまいと生活支援サービスを提供してこられました。

近年では平成 12 年の介護保険制度の施行時に訪問介護事業所と居宅介護支援事

業所を立ちあげられ、平成 23年４月には小規模多機能ホーム「くすのき」と

100％大阪産木材による地域交流サロン「陽だまり」を開設され、地域住民と密

着した行動活動を行われるなど、地域福祉の拠点として高齢者の福祉の向上に

大きく貢献してこられました。西座理事長をはじめ役職員の皆様のご努力に心

から敬意を表する次第です。また、西座理事長におかれては、本会老人施設部

会の役員として軽費分科会をはじめとする部会活動に多大なご尽力をいただい

ており深く感謝申し上げます。

少子高齢化が進む中で、これからの福祉施策は、誰もが住み慣れた地域で尊

厳あるその人らしい生活を安心して継続することができるよう、介護保険制度

のみならず、その他の生活支援サービスも含めて包括的かつ継続的に支援する

「地域包括ケア」体制の構築が重要となっています。

老人福祉法が施行されて間もなく半世紀を迎えますが、こうした「地域包括

ケア」という時代の流れの中で、軽費老人ホームに対する時代のニーズも変化

してきています。

この 40 周年の節目の年を契機に、貴法人がこれまでの長年に亘る軽費老人

ホームの運営で培ってこられた実績と地域住民や利用者からの信頼のもと、利

用者の重度化にも対応可能な介護保険サービスの提供等を通じて、大阪の高齢

者福祉をリードする存在として、ますます発展されますことを心より祈念いた

しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
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社会福祉法人来友会創立 40周年に寄せて

社会貢献事業推進委員会委員長 奥田 益弘
大阪府社会福祉協議会老人施設部会副部会長

軽費老人ホーム「来友館」の創立 40周年誠におめでとうございます。

先代西座正藏理事長が、大阪の福祉の先達として、福祉の使命を懸命に果た

してこられました。その精神は現西座新二現理事長に引継がれ、今日の発展に

もたらされたことに敬意を表すると共に、手本にすべきであると存ずるところ

です。

私と西座新二理事長は、介護保険制度施行前から、老人施設部会の副会長と

しての重責を担い、共に研鑽を積んで参りました仲でございます。西座理事長

は、軽費分科会の分科会長として、軽費老人ホームの運営に非常に熱心で、利

用者の処遇改善、スタッフの待遇改善に積極的に取り組まれ高い評価を得てお

られます。とりわけ、平成 16年度から開始した老人施設部会が中心となって行

なって参りました社会貢献事業においては、経営状態が厳しい軽費老人ホーム、

ケアハウスの会員事業所の了解を得て、特別部会費の拠出をされた事は記憶に

新しいところです。それはそれは並大抵の努力ではなく、東奔西走され、理事

長さん、施設長さんに社会貢献事業の重要性、社会福祉法人の使命を訴えられ

た事と推察いたします。当時、部会長の任にあたられていた三上了道前部会長が、

西座分科会長の功績を大いに評価されていたことが鮮明に記憶に残っておりま

す。

現在も西座理事長におかれましては、軽費分科会を側面から支えられ、社会

貢献事業推進委員会の普及啓発小委員会の座長として、本事業の府民への啓発

活動に邁進され、生活が困難な方々の自殺を少しでも防ぎ、生活意欲を取り戻し、

自立した生活が営まれるようにと心をくだき、寄り添ってサポートを行う社会

貢献事業の継続にご尽力をいただいております。

今後も「来友」の精神を発揮され、後進のご指導をお願い申し上げ、お祝い

の言葉と致します。
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来友会 40年のあゆみを祝して

一般社団法人 全国軽費老人ホーム協議会 理事長 川西 基雄

社会福祉法人来友会法人創立 40周年を祝し、心よりお慶び申し上げます。今

年は老人福祉法施行 50周年、また我が全軽協創立 30 周年の年でもあります。

30年前の協議会創立時に来友会の先代理事長の西座正藏先生は設立発起人とし

てご尽力賜り、事務局長の要職に就任され、全国組織の要として多大なる貢献

を頂きました。当時、肩迄届くロングヘアーのユニークな髪型、気さくなお人

柄が懐かしく偲ばれます。私は当時 20代の若輩者で西座正藏先生の指導、薫陶

を賜りました。田尻初代会長、泉二代会長、山中三代会長と時代は流れ、西座

新二現理事長が近畿ブロック代表となり、全軽協副会長に就任され、四代目の

新米会長となった不肖川西をお支え頂きました西座新二副会長は総務委員長も

歴任され、規定変更や会則変更等に手腕を発揮され、ご活躍頂き、親子二代に

渡り全軽協に多大なるご尽力を賜りました。この誌面をお借りして、全軽協を

代表して衷心より厚く御礼申し上げます。

さて、話は変りますが、一昨年 10月に改正高齢者住まい法が施行され、サー

ビス付き高齢者向け住宅（サ高住）が厚生労働省・国土交通省の両省共管で整

備が始まり、60 万人分が目標値として整備されると喧伝されております。軽費

老人ホームは 60 歳以上の高齢者を対象とした生活支援施設で、「サ高住」と確

かに一部ニーズが重なりますが、安心感ある固有のサービスは「サ高住」とは

似て非なるソーシャルワーク機能を有する施設サービスだと自負しております。

来友会におかれましては、40 年の長きに渡り、多くの高齢者の生活支援を実

践されて来られましたことに心から敬意と感謝の意を表します。この歴史と伝

統を基盤に地域包括ケア時代に泉佐野市の地域の中核的な社会福祉法人また老

人福祉施設と益々発展されますことを心よりお祈りします。

結びに西座新二理事長始め役職員の皆様方の益々のご健勝とご活躍を心より

祈念申し上げ、創立 40 周年のご祝辞とさせて頂きます。
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創立 40周年を迎えて

来友会理事 植野 一

高齢者福祉事業推進の先駆者として。輝かしい歴史と実績と信頼を積み重ね

ておられます社会福祉法人「来友会」の開館 40周年を心からお祝い申し上げお

慶び申し上げます。

回顧いたしますと、昭和 48年３月の開設以来、町の身近な老人施設として、

高齢者の「憩いの施設」として、地域の皆さんから敬愛され、信頼され、親愛

の絆を大きく広げてこられましたが、これらは初代の西座正藏理事長ご夫妻の、

多年にわたる老人福祉に対するご理解と熱意の賜物であります。

また、こうしたご尊父さまの御遺志を受け継がれた、西座新二理事長の福祉

に対する崇高な識見と決断力で、平成 12年の介護保険の発足とともに訪問介護

事業所や居宅介護事業所を立ち上げられ、一昨年には新たな基金を醵出され、

小規模多機能居宅介護事業所を開設されました。地域福祉の伸展に心を寄せる

一人の人間として、深く感謝と敬意をささげるものであります。

昨今、政治経済の混迷は国家財政の悪化にとどまらず、地域経済や地域財政

にも深刻な歳入欠陥を引き起こし「医療費の患者負担引き上げ」、「介護保険制

度の創設」、「厚生年金の引き下げ」、「福祉法人施設への補助金の打ち切り」等々、

また泉佐野市では、「財政再建団体転落」の一歩手前とのことであり、高齢者を

とりまく環境は、一段と厳しい環境にありますが、そうした中で来友館では、

西座新二理事長を中心に、施設利用者の皆さんの老後生活を、日々良くするた

めに、地域の皆さんやボランティアの方々のご協力も得ながら利用者の処遇の

向上、改善に率先垂範して努められ、そのご労苦には、振り返って、胸にこみ

上げる熱いものを感じます。改めて 40年を振り返り来友館創立の時に、理事長

の肝いりで親友とともに作詞作曲されたと聞く「来友館の歌」

①淡路島に雲流れ 波路はるかに六甲の

山々望むこの館 来たれや友よ来友館

②若きあの日を想いつつ、 静かな明日を望みつつ、

みんな仲良くこの館、 きたれや友よこの館

この歌詞にこめられた「来友会」設立の基本理念を推察、拝復しながら先覚

者である西座正藏先生ご夫妻の遺徳を偲びながら祝意といたします。
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開設 40周年を迎えて

くすのき所長 西座 久史

社会福祉法人来友会は創立４０周年を迎えました。私が産まれた時には来友

館は開館しておりました。激動の時代の中、会社を４０年続けるということは

本当に大変なことだということを、私が仕事を始めてから切に感じるようにな

りました。

私が来友会を継ぐということは、これまでの歴史を引き継ぎ、そして歴史を

作っていくということです。これから突入していく超高齢化社会に対応すべく、

福祉事業は民間事業者の参入等、ここ数年で大きく変わってきています。世の

中が変われば、必要とされるサービスも変わります。必要とされるサービスが

変わるということは法人もその流れに合わせて、また将来の高齢者介護の方向

性を読み取って柔軟に対応して事業を継続していく必要があります。

来友会はこれから大きな変化を迎えていきます。変化していかなくてはなり

ません。昨今では、平成２３年４月に小規模多機能ホームくすのきが開設され、

来年度には次の事業にも着手していく計画です。社会福祉法人も常に少しでも

前進していく必要があり、立ち止まれば衰退していくしかありません。

法人の発展、継続にもっとも大切なことは、その職場で働く職員に働きやす

い職場を提供することだと考えます。働きやすい職場であれば、離職する職員

も減ります。職員が安定すれば、職員の能力も上がります。職員の能力があが

れば、利用者に対する質の高いサービスを提供できます。質の高いサービスの

提供が法人の評判を上げることになります。

人材不足と職場環境はあらゆる会社にとって大きな課題と思いますが、来友

会がこれからも何十年と福祉を必要とする人々に必要とされるために努力して

いきたいと思います。
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元理事、現評議員 鵤
いかるが

美枝子

理事 金野 巌

社会福祉法人来友会創立 40周年を迎えられましたこと、誠におめでとうござ

います。

丁度、昭和 48 年の春に始めて西座様に家族でお会いしまして、その時、軽費

老人ホームの事を知りました。

まだその頃は、ホームと言えば養老院という名称で一室に４人程の窮屈な部

屋であったと思います。

その時代に一人一部屋で遠慮なく暮らせる施設が出来ると聞きまして、入居

する方は「幸せだな」と思ったものです。

40年を経て介護を必要とする老人が増えて、送迎、食事、入浴と多様なサー

ビスが必要になっていると孫から聞いております。

職員の方々には益々ご苦労なお仕事と存じます。

私も４月で数え年 90 歳になります。足も弱り車椅子を利用する事が多くなり

ました。介護をして頂く時にはいつも感謝の気持ちでいっぱいになります。

年を重ねますと不自由なことばかりですが、介護する人、また介護を受ける人、

双方に暖かい気持ちが通いあえば一番幸いな事ではないでしょうか。

来友会の創立 40周年まことにおめでとうございます。

思い起こせば、その頃は少子高齢化が年を追って進み、高齢者の福祉問題に

ついては、大きなテーマとして国を挙げてその施策に取り組みかけたころのよ

うに思い出します。

時あたかも、日本経済が成熟期を展望した正に成長期にあり、そのような背

景の中で、先見の明に明るい先代の理事長さんが、早速時代のニーズの老人福

祉施設の建設に取り組み、当時とすれば外観施設共に近代的で、他に例のない

程充実しておりました。

一方、核家族化は進み、孤独化されたシングルの高齢者が日ごとに増えつつ

ありましたが、こうした時代の求める受け入れ施設ができていくのはうれしい

限りでございました。
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又、その上、昨年の３月には、新理事長の卓越したアイデアで隣接地に小規

模多機能型ホームくすのきを開設され、これまた時代に合ったソフトを要求す

る香り豊かな木作りでホッとさせられるような正に充実した施設が完備されま

した。

施設、充実した職員共々完備された暖かい雰囲気の中で生活なさる入居者の

喜びを身近に感じる今
こんにち

日でございます。

創立 40 周年を機に益々発展なさることをご祈念申し上げ、お祝いの辞といた

します。

理事 根来 ユリ子

監事 野内 清幸

創立 40周年を迎えて

来友館の創立40周年誠におめでとうございます。心からお慶び申し上げます。

今後も増々高齢化が進む中、介護施設、介護住宅等が次々と建設されていま

すが、一番先に問われるのがサービスの質だと思います。職員の皆さんには大

変ご苦労も沢山あると思いますが、入居して来られた方にとって、安心して楽

しく生活を送れることがなによりではないでしょうか。介護の仕事は奥深いし

対話力も必要になって来ますが、すべてにおいて前向きにとらえていくと自分

を成長させてくれる場所ではないかと思います。

今後も末永く来友館が選ばれる施設であってほしいと切に願い、お祝いの言

葉と致します。

社会福祉法人来友会が設立 40周年を迎えられたこと心よりお祝い申し上げま

す。

40 年と言いますと、私が今年 43歳ですからほぼ同い年です。振り返えりま

すと、高度成長からバブル崩壊など外部環境が大きく変動した時代であったよ

うに思います。その中で社会福祉法人は安定して福祉事業を行うべく制度化さ

れ、運営をしてまいりました、しかし、社会福祉基礎構造改革や介護保険施行

後は社会福祉法人にも「経営」ということが言われております。

経営的な観点に立ちサービス提供をしていくも、軽費老人ホームの設立から

長きに渡り行ってきた「福祉の心」を大切にし、これからの地域包括ケアの構
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理事 大崎 光記

100 キロウォーク

平成 24 年 10月６日正午に、福岡県行橋市正八幡宮を出発し、大分県中津市・

宇佐・日出を経て、100 キロの「道」を 25 時間６分 24 秒（制限時間 26 時間）

かけて歩きました。

年を重ねるにつれて、歩いて移動することが少なくなった中での無謀な挑戦

でした。大分県中津市で約 30キロ歩きましたが、すでに疲労困憊で、残り３分

の２が待ち構えている現実を受け入れることができませんでした。休憩中、リ

タイアの４文字が頭をよぎりましたが、まだ半分も到達していない、50キロを

越えるまでは、歩き続けよう！と自分に言い聞かせて、一歩を踏み出しました。

築に向け、地域福祉のためにご尽力いただけることと存じます。

来友会が、更なる発展を遂げるものと確信しお祝いの言葉とさせていただき

ます。

評議員 柿元 キミ子

創立 40 周年、誠におめでとうございます。

「創業はやすく守成は難し」古い言葉があります。日々の積み重ねによる継続

の難しさやその重みを背負う事の気苦労は大変だった事と思います。創立当時

は社会福祉に対し一般的に無感心だった世代が多かった様に思えます。その時

代に社会福祉事業に対する強く思う心と常に惜しまぬ努力をされてこられてい

る先代さん、二代目施設長、若き三代目所長と目的を共に頑張っておられてます。

お蔭様で来友館の中庭に隣接して建築された、小規模多機能ホームくすのきが

あります。利用されている方々も、日々少し忙しく変化に富んだ温みと新鮮も

あり大変喜ばれております。地域では少子高齢化や核家族化が進み、家族や地

域社会との人と人とのつながりが希薄となって来ている状況の中で施設の役割

も重要化し、増々変化しつつきている様に思います。入居者様の健康と安全で

安心した生活が一日でも長く過ごしていただきます様に願っております。
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一緒に参加した相方と励まし合いながら歩き、半分地点である宇佐に到達し

たときには、もう疲れと眠気で思考能力が停止していました。リタイア…いや、

ここまで来たのだから、気力で歩こうということになり、棒きれと化した足を

踏み出しました。

半分からゴールまでは、気力で歩いていたせいか、あまり記憶がありません。

ただ、相方の励ましやボランティアスタッフ、近隣住民の声援に支えられて、

初参加で別府温泉のゴールテープを切ることができました。

冒頭に「道」と強調させていただきましたが、100 キロを歩いて、その道の

りが人生を歩いているがごとくに感じられました。道中、極度の疲労・孤独感・

むなしさに幾度か苛まれましたが、自身の気力そして人の支えに助けられて乗

り越えることができました。

私の個人的な話ばかりになりましたが、来友会も創立 40 周年を迎えられます。

法人に寿命はありませんが、100年を一単位と考えるのであれば、折り返し地

点まであと少しです。100年を目指して、気力体力ともに充実され更なる発展

をお祈りいたします。私も来友会の進むべき「道」の傍らで応援しております。
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元職員の方々に寄稿して頂きました。

服部敦子さん 平成 10 年代に来友館に勤務され職員として活躍されました。

「らいゆう」の編集にも手腕を発揮されました。

坂本晴美さん 同年代に栄養士の資格も持ち、厨房の責任者として活躍され

ました。

西浦由佳子さん 栄養士として平成 10 年入社。給食の献立等、給食全般に

渡り活躍されました。壽退社で、京都府舞鶴市で２児のお母さんに専念されて

います。（お名前はいずれも旧姓です）

元職員 西浦 由佳子

職員の皆さん、入居者の皆さんお元気でしょうか。７年前まで栄養士として

働かせていただいておりました。退職後舞鶴に住み子供２人をもつ親になりま

した。今では雪の生活にも慣れ雪かきのコツもわかるまでになり、住みよい土

地と感じるようになりました。ふと、子育てのあいま来友館の事を懐しく思い

出す事があります。

来友館に入った当初、それまでお年寄りと縁がなく、しかも失礼ながら老人

ホームをさみしい所とイメージしていた私はどう接していいのかと思いました

が入ってみてビックリしました。皆さんとても元気で明るく、趣味やクラブに

意欲的に取り組み、職員とのおしゃべりも楽しみ、今でも思い出深いのは職員

での恒例だったフラダンスをした時の皆さんの笑顔、一緒におどって下さる方

もいてとても嬉しかったです。皆さんをみていて素敵な老後の生活を送ってい

るなと思えました。

ますます素敵な老後を送れる場、来友館を築きあげて下さい。又 50 周年にむ

かって職員の皆さん頑張って下さい。

元職員 服部 敦子

開館 40 周年おめでとうございます。私が来友館で勤めていた時、「らいゆう」

の担当をしていましたが、記事集め、写真の選択などしていたあの頃から 10 年

経ったのですね。

創立 40周年に思う
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創立 40周年に思う

元職員 坂本 晴美

来友館の皆様、大変御無沙汰しております。

私は 12 年前に今も館で活躍されている木本さんと同期で職員となり、厨房で

働かせていただきました。当時は館長さんもご健在で職員ながら孫のように可

愛がって下さったのを思い出します。入居者の皆様もそういうふうに接して下

さっていたのではないでしょうか。

私にとって来友館は初めて正社員として働いた思い出深い職場でもあります。

どちらかというと失敗ばかりでただがむしゃらに毎日を送っていたように思い

ます。

その勤務の中でも思い出深いのは宿直勤務です。慣れるまで心細く、何事か

起きた場合は入居者の皆様を守らなければいけないというプレッシャーで悩ま

された事もありました。翌朝の朝食でいつもと変らぬ笑顔がある事で毎回頑張

れたのだと思います。

一つ屋根の下、助け合ったり、声をかけ合ったりできる仲間がいる。来友館

の素晴らしい所の一つだと私は思います。

いつもある平穏な毎日に感謝し、自分の居場所を大切に過ごして下さい。

この先 50年、60 年と安らぎの場、来友館が長くあり続けますように。

調理師の資格を取りたくて“調理員兼寮母”の募集を見て応募し、入職しま

した。毎日 50 ～ 60 人分の食事を美味しく、見栄えよく盛りつけ、温いうちに

召し上がってもらう…特に、朝のお粥は頼る人なく全て一人でするので、「おい

しかったよ」「ごちそうさん」と下膳時におっしゃってもらう事がとりわけ嬉し

かったのを覚えています。時折、自宅のお鍋でお粥を作るのですが、上手く作

れるとあの当時の入居者のお顔が思い出されます。来友館で覚えたレシピをア

レンジして作る事もあります。

栄養士さんにバランスを考えて作って頂いたメニュー。毎日召し上がる入居

者の皆様が一日でも健やかに過ごせる事を願っています。
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創立 40周年に思う

職員 鈴木 和子

職員 木本 和紀

来友館の事務員として勤め始め 13年が過ぎました。事務職だけではなく ､ さ

まざまな事を経験しました。宿直業務、朝食の準備、クラブ活動、館内外行事

などどれも初めての事ばかりでした。初めて洗い番（夕食事の洗い物当番）を

する時に指導して下さった先輩職員さん。私はメモとペンを両手に先輩の後を

着いていくばかりで何もせず当番が終わりました。思い返すと教えながら業務

をこなす先輩に申し訳ない気持ちとそんな私に最後まで付き合って頂いた事に

感謝しています。

入社した年の秋の一泊旅行では入居者の皆様にも「○○はこうするのよ」「私

たちは部屋でゆっくりしているから、そろそろお風呂に入ってきなさいね」と

親切に声を掛けて頂き、次の行動に移る際、先輩職員さんは私の担当の部屋に

声を掛け常に入居者の方の安全と私の指導と気を配ってくださいました。本当

は職員の私がしっかりとしていなくてはならないのですがこんな風にして沢山

の方々に助けて頂きながら現在に至ります。

10 年ひと昔と言われる様に入社当時の平成 12年ごろから比べると来友館も

高齢化社会の中で変化してきているように感じます。

職員として心にある事は、入社して間もなく福祉職員研修に参加して学びま

した。「入居されている方々がその方らしく安心して暮らせる様職員は気持ちを

理解し心情に寄り添って支援しなければならない」と言う事を今後も心がけ勤

めていきたいと思います。

法人開設 40周年おめでとうございます。私は平成 13年よりここで働かせて

いただき、今年で 13年目を迎えます。入社当時は、新卒で社会経験のない私

は毎日が初めての事だらけで、ここでは仕事はなんでも屋ですと先輩方からお

そわり、包丁もほとんど持った事のない私ですが厨房に半年間練習に入る事に

なり手を何度も切りましたが、少しは包丁も使えるようになりました。園芸ク

ラブの担当になって焼き芋を焼いたり、少しでも多くの方を館外行事に参加で

きるよう大型免許を取ったり、来友会では、色々なことを勉強させていただき

ました。そしてここ最近苦戦しているのが、毎月の月刊誌、年に２回の季刊誌、
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創立 40周年に思う

職員 多部 敦子

職員 大谷 玲子

40 年前というと私はまだ自分の将来を考えるまでもない幼い子供でした。家

族や友人に囲まれ社会や福祉などには全く無縁の、ただ目の前にある幸せを感

じていたと思います。折しも日本はオイルショックの影響で、高度経済成長が

ストップ、社会情勢が停滞した年でもありました。

当時、施設の設立など画期的でもあり。敬愛の精神の賜物と云っても過言で

はないと思います。それから今日まで様々な時代を移り変わり長い歴史が刻ま

れて来友館がここに存在します。

来友館の特徴はそんな伝統を守る気質と、斬新な考えの取り組みが上
じょうず

手に折

り合い、オリジナリティーを表現しているところにあると思います。どんなも

のでもピークはありますが、むしろそのルーツがバックボーンとなって不動の

地位を築いていると確信します。

今後も来友館が更に発展し未来に影響を与える施設になる事を期待して、そ

して一人でも多くの入居者の方に私自身の小さな力が役立つ事を信じて、日々

努めていきたいです。

私は勤めはじめてから今年の７月で８年目になりますが、勤めはじめてから

入居者の皆様に色々教えていただいたり、また花見やお誕生日会、一泊旅行な

ど色々な場所に行かせていただいて楽しい思い出がたくさん出来ました。また

厨房で食事を提供する仕事をする事により、四季折々の献立、昔からの手作り

の食事など、40 年という積み重ねがあって今があるんだなと感じました。

私は今小規模多機能ホームくすのきの方で働いています。今まで入居者の皆

10年に一度の来友会の歩みなど、多くの施設誌を発行しています。多くの皆様

に協力して頂きなんとか発行させて頂いています。私が担当してから数年です

が、長く続ける事はこんなに難しく大変なことだと改めて思いました。

これからも担当者のうちは、すこしでも良いものを作り私の時で終る事の無

いよう頑張りたいと思います。これからももっといろいろな事を経験したいと

思います。
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創立 40周年に思う

様から教えてもらった事、また経験した事を仕事に活かして、利用される皆様

に「来てよかった」「また来たいな」と思っていただけるような所にしていきた

いと思います。

職員 甲斐 佐代子

職員 野際 浩子

私は来友会に入社し４年、介護のお仕事をするようになってから８年と経験

は浅くまだまだ未熟者です。仕事を始めた頃利用者に自分の方から話しかける

ことも出来ず、コミュニケーションの取り方にとても悩みました。笑顔で接し

たいのに顔がこわばり笑うことも出来ませんでした。利用者には今まで生活さ

れてきた長い経験があり、皆様の思いも様々です。そんな方々にどう接してい

けばいいのか分らず緊張と戸惑いばかりでした。でも利用者の方から「おはよう」

等の挨拶をして頂いたり、「ありがとう」とお礼を言ってくださったりと優しく

接して頂き、少しずつですが信頼関係を築け成長してこれたと思います。もち

ろん今でも悩み戸惑いはあります。しかし利用者お１人お１人が安心して生活

できるように皆様の気持ちに沿って接していきたいと思います。そして 40 周年

という記念すべき年を皆様と迎えられたことに感謝すると共に、お１人でも多

くの方の笑顔が見れれば幸せです。これからもよろしくお願いいたします。

この記念すべき日を一緒に迎えられた事を嬉しく思います。

今の来友館があるのは、施設長はじめ諸先輩方の築きあげてきた土台があっ

たからです。

日本も今から 50 年前、高度経済成長に支えられながら全ての国民が医療保険

に加入でき、老後に年金が受け取れるようになるなど現在の社会保障制度がで

きました。

2000年には介護保険制度もでき、さまざまな施設やサービスが登場しています。

私は、その一つである軽費老人ホーム来友館で仕事をして９年目を迎えました。

入社した頃は、先輩に言われるまま行動することしか出来ませんでした。仕



─ 24─

事の流れや食品・備品の管理、調理器具の扱い方等、理解できるまで時間がか

かりました。覚えられず失敗の連続で悔し涙を流したことを思い出します。

今は努力も実り仕事の段取りや後輩に指導できるようになりました。

私も来年 10年目の節目を迎えます。

職務の向上、後輩の育成、チームワークを大切にし入居者の安心と信頼を得

るように努めたいと思います。

職員 高井 時子

40 年という長い年月、経費老人ホーム「来友館」を続けてこられた御苦労は

計りしれないものがあったと思います。

40年前の私は高校生です。高校を卒業しての初任級は８万円程度だったのを

覚えています。事務職でした。

御縁があって老人ホームに勤める事となって早くも 20年になるのだなあと思

います。

移りゆく社会情勢の中、介護保険の導入や年金制度の始まり等で大きく変り

ました。私達が年金をもらう頃には福祉はどうなっているのだろうと不安にな

る事もあります。今、老人施設はたくさんできて、競争しあうようになってき

たように思います。

これから先、50年、60年と続けてもらうには、いかに競争に勝ち残っていく

かが伝統ある来友館を守って行くみんなに課せられた宿命かなと思います。

今まで以上に、信頼を高め、努力していきたいと思います。

創立 40周年に思う

職員 梅田 彩

40 年という長い年月は今の私にとって想像もつかないことですが、来友館の

開設 40 周年はとてもすごいことだと私は思いました。開設当時の事はよく知り

ませんが、40 年前の福祉と現在の福祉の中で大きく変わっていることは分かり

ました。高齢者の平均寿命が男女とものびているということは皆さんもご存知

だと思います。私は以前どこかで知ったときはここまで平均寿命が男女とも 10
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創立 40周年に思う

歳以上も伸びるのかと驚きでした。今では世界の平均寿命で日本が一番長生き

な国としてあげられています。最近では男女とも日本人の高齢者の方が世界最

高齢として認定されました。お二人とも関西の方と報道されているのを見たと

きは、来友館やくすのきの利用者さんの中からもしかすると世界最高齢の方が、

とも少し思いました。これから高齢者の方が増えてもっと福祉の世界も変わっ

ていくことと思います。高齢者の方の元気に負けないよう、皆さんが長生きし

ていただけ毎日が楽しい１日になるように、私も頑張っていきたいと思いまし

た。

職員 渡辺 昌子

今から約 40 年前というと、第二次ベビーブームで、私もその頃に生まれたひ

とりになります。当時の平均寿命が気になり調べてみたところ、男性が 70.50

歳、女性が 75.94 歳でした。平成 22年度の平均寿命は男性が 79.64 歳、女性が

86.39 歳でしたので、男女ともおよそ 10歳も伸びていることになります。現在

のように超高齢化社会になるとは、40年前には想像されていなかったのでは、

と思います。

私が介護の仕事をさせていただくようになり、早いもので 10年近くになろう

としています。まだまだ毎日新しいことを学び、経験させていただいています。

利用者の方々が、住み慣れた地域の中で不安なく、安心して暮らすことができ

ますよう、経験を積み、お手伝いしていきたいと思います。

職員 森下 良

40 年といえば私が生まれる遥か昔、両親が出会ってもいない少年少女の時代

です。入社してようやく１年となりましたが、その間に入居者や職員の入れ替

わり、沢山の人達の行き来がありました。40年でどれほどの人の動きがあった

のか考えると果てしなく、感慨深いものがあります。

今年度から私は厨房スタッフとして調理に携わらせていただきます。来友館

の食事は毎日違うものがでて、季節感を感じさせるものも多く、いつも美味し

くいただいております。そんな料理に携われると思うと、不安とともに楽しみ
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職員 横井 亜紀

今から 40年前は、65 歳以上の人口の割合が７パーセントを超えると「高齢

化社会」に到達したということを、活字だけしか知らないのですが、有吉佐和

子の小説「恍惚の人」が思い浮かんだりします。

1990年代は、「福祉元年」と言われる年で、1994年には 65 歳以上の人々の割

合が 14パーセントを超えています。「高齢社会」に到達や、老人福祉施設等の

「八法改正」があり、ゴールドプラン 21ワムネット情報提供開始、2000 年には、

介護保険制度から、13年が経ようとしています。

社会福祉制度は、措置制度から契約の時代へと移行され、介護保険を利用して、

ヘルパー利用されている入居者の方々も数多くいます。40年開設にあたっても、

移り住んだ地域あるいは、住み慣れた地域でその人らしい生活が送れるよう一

人一人の個性を尊重して行きたいと思います。先人・先輩が築かれてきたこれ

までの歩みは、すごく歴史の重みを感じました。この年を大切に、また新たな

感動と発見を探求していきたいと思っています。

超高齢化社会の入口は、「サービスの質の向上」と「介護の視点」が求められ

ると思います。

創立 40周年に思う

な気持ちが湧いてまいります。料理のできる男性なんて素敵じゃないかと夢を

描きつつ、調理の資格取得を目指し、日々切磋琢磨し来友館に貢献したいと思

います。

職員 中道 一治

今年の２月１日から来友館で働かしていただいています。それまで小規模多

機能くすのきで約４ヶ月働いていました。介護の仕事は、まったく初めてで、

右も左もわかりませんでした。くすのきの所長をはじめスタッフの人に、ほん

とうにていねいに仕事をおしえてもらい、来友館に来ても、キャリアのある先

輩方にとてもわかりやすく仕事を教えていただき、約２ヶ月はあっという間の

時間でした。これからも、先輩方の教えをよく学び、１日も早く利用者のお役

に立つ様に、一生懸命がんばっていきたいと思っています。まだまだ不慣れで

はございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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職員写真

軽費老人ホーム来友館職員

在宅介護事業所らいゆう職員
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入居者・利用者

40 年前の思い出をつづっていただきました。

大里 了

昭和 3年生まれなので 40 年前は 45歳です。その頃の思い

出といえば仕事です。とても忙しくしていた時期で、残業も

月 100時間と毎日帰りが遅く、日曜出勤も当たり前でした。

その為に余裕がなく当時２人の子供は小学校の低学年でした

が、どこかに行く約束をしても日曜出勤などで約束を守れな

かった事も多かったです。それでも時間のある時にはキャッチボールをしたり、

夏には近くのプールに連れていったりはしました。又、子供２人共野球をして

いたので毎朝一緒に走っていました。その日課が今は散歩になっているが続い

ている。これからも１日でも長く続けたいと思っています。

田所 保

40 年前だと昭和４年生まれなので 44 歳です。その頃は建築

関係の仕事をしていました。力仕事だったので毎日しんどかっ

たです。でも、毎年のように慰安旅行で各地の温泉に行きまし

た。片山津温泉、城崎温泉、伊豆の熱川温泉、白浜温泉など沢

山行きました。その中でも伊豆の熱川温泉は景色もよく料理も

美味しくて１番印象に残っています。もう一度行ってみたいです。体を動かす

仕事だったので毎日しんどかったが今思えば懐かしいです。

名越 節子

私の若い時の夢は舞台での女優でした。ＮＨＫの声優学校に

合格し大阪での生活が始まりました。演劇ばかりしていた私が

結婚したのは 20歳の頃で結婚の為に演劇への夢も諦めました。

そして丁度 40年前には病気で半年も入院した辛い思い出の時

期です。昭和 12年生まれで当時は 35歳の頃です。退院後も無

理ができない状態で寝ていることが多く、小学校高学年と中学生だった娘たち

には何もしてあげられなく、思春期で難しい年頃だった為ゆっくりと話を聞い
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野出 君子

40 年前…当時は子供が小学入学したころです。両親と叔母

と 2人の子供と暮らしており、タオルをセットする内職の仕

事をしながらの子育てでした。内職の仕事は子供達も手伝っ

てくれていました。休みの日には母が子供たちを思い何処か

に連れて行くようにとお弁当を作ってくれました。でも、私

はあまり出掛けることが好きでないので子供には申し訳ないが、嫌々出掛けて

いました。病気もあり辛いことも多かったですが、両親の優しさと子供達の笑

顔で乗り越えてこれたかなと思っています。今では懐かしい思い出です。

てあげられなかった事が今でも申し訳なく思い後悔しています。夢を諦めたこ

と、後悔していることが多いですが、その時その時で一生懸命考えてきました。

でも、本当は今でも演劇を続けていたかったです。あの時続けていたならどん

な女優になっていたかなと考えると楽しく過ごせています。

入居者・利用者
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職員 山本 政子

この事業は平成 16年４月より始まっていますが私はＣＳＷとして平成 17 年

６月より参加させていただいております。この活動を行う為には研修を受けな

ければならないのですが研修を受けるように言われたときは「社会貢献事業っ

てなに？？？」の状態でした。研修が終了し、実際に事例があがり、支援を行

う為に必要な自宅訪問を行い、支援が本当に必要かどうかの判断の為の聞き取

りをしますが、最初は実態がなかなか掴めませんでした。この頃は社会貢献支

援員の方が多数居られたので行動を共にし、実際に支援とはどのようなものか

を見聞きできたことは良い経験となりました。高齢者についてはおおむね分か

るのですが知的障害・精神障害・身体障害などの障害を持っておられる方の支

援をどうしたらいいのか迷うことが多々ありました。身体障害者については何

となく分かりましたが精神・知的がさっぱり分かりませんでした。聞き取りを

行っていてもその方の生活像が見えてこないのです。生活像が見えないと支援

内容の目標が立たず、立たなければ当然、必要な金銭の予測ができないし、支

援計画を立てることもできないわけです。最初は手探り状態で、右往左往しな

がら無我夢中でなんとか今日まで来る事ができました。支援の中で出来る事、

できない事をはっきり伝えることができるようにもなりました。この事業に参

加させていただいて、今までに、リストカットやＤＶ、手持ち数十円や数日前

にもらった年金や保護費の紛失、ハローワークに行っても仕事がないから朝か

ら食べていない人や不用品を捨てることができず、壁に沿って天井近くまで物

が積みあがっている為漏電の危険があり電気が通せない人、半年前から水道が

止まっている人などの支援をさせていただきましたが私には想像ができないこ

とばかりでした。中には本当に困って、どうすることもできない状況に置かれ

た方もいらっしゃいますが、深夜の仕事や重労働、汚い仕事はイヤなど甘い（失

礼）考えの方もおられました。乳幼児を抱えた母子、父子家庭の事例の時はな

んとか支援の手をと思いますが、今、食べるものが無いという状況下でも仕事

を選んでいる心理が理解できません。行動を起し、声を上げることができてい

る事例は概ね終結していると思います。この社会貢献事業は事例があがると待っ

たなしで時間的余裕はなく、直ちに行動しなければならない事業です。これか

らは他者の介入を拒み、生活が困窮している（困窮していることに気がつかない）

であろう事例の発掘ができればと思っています。

社会貢献事業に参加して

社会貢献事業に参加して
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入居者座談会

4 月 16 日、春の嵐、満開の桜も散ってしまいました。しかしその後には緑

の新芽が出ています。その強さにあやかりたいと思い乍ら、入居者の方々に話

を聞きました。昔のこと、今のことご自分の経験と照らし合わせて読んで下さい。

昭和３年 11 月 25 日生れ

趣味：読書、旅行

最近眼がちょっと悪くなり活字を読むのがおっくうになっ

たとか。まだまだこれからです。頑張って下さい。

大正 15 年生れ

神戸で阪神淡路大震災を経験。

海外生活を長く経験。

大正 15 年生れ

散歩、酒大好き。自然も大好きの自由人。

他人と接するのがちょっと苦手の 87 歳。

大正 12 年生れ

地域「長生会」の支部長を務めたことも。

自分のことは出来る限り自分で…が主義。

大正 9 年生れ

最近、同時期に入居した友達が次々いなくなったので

ちょっと元気がないけれど…。

和歌山生まれ。時々顔を見に行くので頑張って下さい。

出席者（敬称略）

雀松 美代子

唐原 幸子

松本 清衛

紀伊国谷 勇雄

熊本 文子
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平成 17年３月入居しました。館の庭に桜が満開でした。大阪の子

供の所から来ました。石川県にも長年住んでいました。

平成 15年 11月入居。一人暮らしをしていたが西本願寺の新聞で来

友館のことを知りました。最初はとてもとても緊張しましたが、園

芸クラブに入って花の世話をしているうちに慣れました。サボテン

の花が咲いた時はうれしかったです。

５月やったのは覚えてるけど何年も前のこと。製薬会社で在庫管理

の仕事をしていました。他人と話すのが苦手なんでいつも倉庫の中

をウロウロしていました。

平成元年９月 15日、入居。丁度敬老の日でしたのでよう覚えてい

ます。その外はもう昔のことで当時のことはよう覚えていません。

毎日パチンコに行ってました。

主人が亡くなってから大阪の住吉で一人暮らしをしていたけど、心

細うなってきて、主人の妹と区役所へ相談に行ってここを紹介して

もらいました。平成９年８月、暑い盛りで館の庭で蝉がやかまし

かったのが印象に残っています。

５時頃起きてウロウロ。朝食後、週に２～３回は散歩。コーヒーが

好き。もう昔のことになるけど、西畑さんとパチンコによう行った。

西畑さん亡くなってもう 10 年以上になるなー。貝塚や泉南まで電

車で遠征したけど…。（西畑さん、もう 13 年になります）

６時に起きる。以前は毎日散歩に行ってたけど年をとったからか職

員さんに止められるのが残念。前は日根野の辺りまで（片道３km）

ウロウロしてたけど。

糖尿と高血圧で通院しています。時の流れにまかせて…が主義です

ので気にせず生きています。

食っちゃ寝の毎日。ほかにすることないかいなと思う。

●あなたの入居当時のことを思い出してください。

●一日の生活パターンを教えてください。

雀松

唐原

松本

紀伊国谷

熊本

紀伊国谷

松本

唐原

雀松

入居者座談会
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入居者座談会

「ない !!」ここはええとこや…（ほんまかいな）

いっぱいありすぎて…

母と二人暮らししてたけど、母が亡くなった時が一番悲しかった。

酒が好き。けど職員がうるさいのであんまり呑めない。

両親に代わって孫を親代わりで育てました。その孫が２年前交通事

故で亡くなりました。あまり言いたくないことですが、とても悲し

くてつらいです。

一番いやで苦手だったのが「家事」。ここでは食事の用意も片付け

もなーんもせんでええので気楽です。

同じ頃入居して仲間だった亀田さんが亡くなって 10 年以上。私の

こと熊本県の「クマモン」みたいにクマチャーンといつも大声で呼

んでいた伊吹さんも入院してそのまま帰って来んし、藤村さんは私

より一回りも若かったのに逝ってしもた。それが一番つらい。あの

世で逢うた怒ってやらな。

最近めんどうになった部屋の掃除を手伝ってほしい。誰かパチンコ

に行く人があったら一緒に行きたい。

してほしいこと…なーんもない。（元気があったらの話やけど）逆

に職員さんの仕事を手伝ってあげたいくらい。

今のままでええからそーっとしておいてほしい。世話やかれるのあ

んまり好きでない。

もしもできるなら、２年前に交通事故で亡くなった孫にもう一度逢

いたい。亡くなる前に片付けてくれた押し入れを今でも整理するこ

とが出来ません。

園芸クラブをしていた頃は、朝食の後いつも畑へ出て花の世話をし

てた。今はもう畑はない。あとかたもない。出来ることならもう一

回みんなですいかを作りたい。夏になったら亀田さんと藤村さんに

すいかを供えてあげます。

●今までで一番嫌だったこと、悲しかったこと、さしつかえなかったら聞かせ

てください。

●今してほしいことがあったら言って下さい。もし出来ることならしたいこと。

紀伊国谷

松本

唐原

雀松

熊本

紀伊国谷

雀松

松本

唐原

熊本
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インドネシアで生まれ、日本とを行ったり来たりしていました。親

代わりに孫を育てました。孫の世話をしている時が一番楽しかっ

た。神戸に住んでいる時、阪神淡路大震災に遭い、家が倒れ、下敷

きになり近所の人達に助けてもらいました。そんなことや、終戦直

後の混乱を思えば、少々のことには負けてられません。

尼崎で生まれ、戦争で石川県へ疎開しました。子供と暮らしていた

けど、うるさいので来友館に来た。昭和 50 年、47歳の時一念発起

して看護婦になりました。花屋にもなりたかったけど、我ながらよ

う頑張ったと思う。

泉大津で生まれ、すぐに泉佐野へ来たそうな。親戚の鏡屋が大阪に

あり、10歳の時から奉公に出た。働き通しで過ぎてしもた。けどお

蔭さんでぜいたくせなんだら年金で暮らせるし、まあええとしとこ。

他人と関わることが好きでないので一人でずーっと過ごして来た。

自然の中でいることが好きでその時が一番楽しい。これからも

ずーっとそうしていけたらと思う。

大阪の住吉さん（住吉神社）の近く、山坂という所で主人と二人暮

らし。昔は無趣味でしたが来友館へ来てから園芸、カラオケ、踊り、

民謡とクラブにいっぱい入り楽しませてもらいました。けどあの時

分の人達もカメチャン（亀田さん）もきみちゃん（伊吹さん）も藤

村さんもおらんようになってしもて淋しい。大正９年３月生まれや

からはるばるよー来たもんです。

●現在まですごされてきた事を差しつかえない程度に聞かせてください。

唐原

雀松

紀伊国谷

松本

熊本

皆さん最初はなかなか本音が出ませんでしたが話すうちに打ちとけてくれま

した。もっと沢山のこと、内容は行ったり来たりしながら話してくれました。

それを代筆しましたが話して下さった方々の真意、本音が伝わればと思います。

本文の中にもありますが、亡くなられた人や館を去って行かれた方々のこと

は皆さんの中にしっかりと生きています。それを強く感じました。

吉田 基幸

入居者座談会
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40 年前の私

理事長 西座 新二

40 年前といえば 1973年になります。私は１年前に大学院の修士課程を修了

し、東洋ベアリング製造㈱に入社して 2 年目の新人社員でした。勤務地は三重

県桑名市で桑名工場内にある中央技術研究所の新米研究員でした。独身で寮住

まいの生活でしたから、毎日がまるで大学の研究所に出勤しているようなもの

で、仕事は何と午後４時 15分には終業でした。寮のお風呂は午後５時から入浴

が出来ましたので、一番風呂に入るのが楽しみで仕事が終ると、まず寮に飛ん

で帰りました。６時からの夕食を食べると何もすることがなく、２日の一度は

町の居酒屋に同期入社の仲間と連れ立って飲みにいったものでした。当時の給

料は今から比べると信じられないぐらい安く、全く貯金は出来ませんでした。

中央技術研究所における仕事の内容は会社の製品がお客様の機械に組み込ま

れて使用中に破損し、原因が品質保証部では解明できない、困難な事象を調査

する事にありました。また、鋼材メーカーから納入される軸受鋼の抜き打ちで

品質の評価試験を行うのも重要な仕事でした。ころがり軸受はすべり軸受とは

異なり、荷重を点や線で受けるため、鋼の表面で受ける荷重は非常に大きなも

のになり、機械設計者が軸受を理解せずに作った機械の寿命は非常に短いもの

となりクレームとして持ち込まれる場合も多くありました。このような課題を

一つづつ解明して行かねばなりませんでした。これを解明する一つの手法とし

てＸ線応力測定法という方法があります。この方法の詳しい説明はこれに携わっ

ている方以外は殆ど理解が出来ないと思います。簡単にいってしまえば鋼の表

面にＸ線を照射して跳ね返ってくる角度のずれを測り、これで軸受鋼の表面に

過去に受けた荷重を推測するものです。破損した軸受表面を電子顕微鏡で観察

して疲労破壊か、応力破断かを判断することもありました。新技術の開発とし

て転がり軸受の潤滑には油が使われますが、宇宙空間などの真空では油は揮発

し利用できません。そこで金等の固体潤滑性能をもつ金属薄膜を真空蒸着法や

イオンプレーティング法によって軸受の転走面に強固にコーティングさせる研

究などもしておりました。

休日は寮の仲間とドライブをしたり、釣りに行ったり名古屋の繁華街へ繰り

出して遊んだものでした。ある日夜遅く泉佐野の家に帰省しますと、いつも車

を停めるガレージ（このガレージは家の隣の借家の床を取りのぞいてコンクリー

トを打ち車が入る様にしたもの）が解体中ではありませんか。私は何が起こっ

たのか分からず、家に入って父に一体何をしているのかと尋ねました。父は事
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も無げに「借家と古い米蔵と母屋の一部を壊して老人ホームを作るんや。」と言

いました。姉が二人とも他家へ嫁ぎ一応若造でも男一人の後継ぎにも相談もせ

ず、還暦も近いというのに何と大それたことをするのかと言いますと、「こん

な広い家、家内と二人で住んでても淋しゅうてしょうがない。老人ホームでも

建てて、ようさんで住んだら楽しいがな。」何とも無責任な言葉が返って参り

ました。私は会社に入ったばっかりだし、技術者として頑張って行けば親父は

なんとか老人ホームの運営をしていくだろうと諦めに似た心境でした。その後

工事はオイルショックの影響を受

け、工期は大幅に遅れたものの来

友館は予定より２ヵ月遅れで竣工

式典を迎えることが出来ました。

その後 16年間父は理事長兼施設

長そして母は主任寮母として来友

館を運営してくれました。平成元

年の 12 月に父が心筋梗塞で倒れ

入院、その後の話はいろんな処で

お話していますのでここでは省略

いたします。私が今まで施設長を

13年半、理事長兼施設長を９年半、

合計 24 年間もこの事業に携わろ

うとは 40年前の私には思いもつ

かない事でした。

職員 甲斐 佐代子

40 年前の私は小学生に入学したての頃です。当時の想い出には「病院」が大

きくあります。その頃私は病気がちで常に病院に通っていました。喘息の発作、

扁桃腺からくる高熱と辛い想い出の方が優先してしまいます。両親にもその頃

の話を聞きましたが、やはり２人共「病院通い」との返事でした。私は覚えて

いませんが、高熱から痙攣を起こした時には死んでしまうのではないかとも思っ

たと言っていました。本当に家族には心配を掛けてきた事と思います。でも、

40 年前の私

20 歳の頃の理事長
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40 年前の私

職員 西村 成生

40 年前を振り返れる自分自身に、まずは感謝。

さて、40 年前の今といえば、親父の反対を押し切り、100％外資の情報処理

関係の会社に就職して、ちょうど１年が経過した頃になります。入社後、東京

での６ヶ月間の技術研修を終え、配属が大阪となり、無我夢中で仕事を覚えな

がら２年目に突入した頃で

す。この頃には、次の新入

社員が入ってきており、そ

の新入社員のＯＪＴリー

ダーをしていました。「人

を育てる」ということに関

しては、外資系企業はすぐ

れた人材育成プログラムを

もっているなと感心したこ

とを思い出します。この時

そんな辛い想い出と共に優しい想い出もあります。夜中発作が起きた時に、病

院に行かないといけないのに、晩酌後の父は私を連れて行くことができません

でした。その時は隣に住んでいた父の弟である叔父が病院に連れて行ってくれ

ました。どんな遅い時間に起

こされても嫌な顔をせず、苦

しがる私を背中におぶり優し

く私を励ましてくれました。

今でも叔父の大きな優しい背

中を覚えています。そしてそ

の叔父だけでなく両親や家族

の優しさに囲まれて今の私が

あるのだと思います。その優

しさを忘れずに家族を大事に

していきたいと思います。
母とのツーショット

40 年前の西村さん
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40 年前の私

職員 地主 真知子

の経験、また、それ以後の「人材育成プログラム」で覚えたことが、今もおお

いに役立っているのかなと思っています。いま、40 年前を振り返って思うこと

は、「人と人との繋がり」が、その後の人生にとっていかに大切かということです。

これは、余談ですが、ちょうどその頃、運命の人（現在の妻）とも出会いました。

（内緒話です！）

40年前の私、思い出せないくらい遠い昔のこ

とです。

看護師への夢を実現して仕事への希望にみち

あふれていた頃です。

しかし、休みとなれば友達と遊び、自由にな

るお金を持てることもでき、欲しい物は手に入

るという自由奔放な寮生活を送っていた頃でも

あったと記憶しています。

仕事は病棟で２年余り、後に障害者施設で健

康管理の仕事に就き身体障害者の方との関わり

でした。大変な仕事でしたが、やりがいがあり

毎日楽しく仕事が出来たのを覚えています。

その後、結婚をし、長年家庭に入り専業主婦でした。

40年後の今、くすのきで１年余りの仕事から来友館への移動のお話がありま

した。看護の仕事とはいえ、毎日がはじめてのことで覚えることがたくさんあ

りすぎて、頭も体もついていかない状態です。

この 40 年間、もう少し勉強しておけば良かったと反省の毎日です。

これから先、この反省を元に入居者の方々とのコミュニケーションを大切に

しながら、技術と知識をしっかり勉強しながら日々頑張っていきたいと思いま

す。

40 年前の地主さん
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クラブ活動

絵画クラブ

「来友会」が創立 40 周年を迎えられ、心からお慶びを申し上げます。

絵画クラブの活動の様子を、御紹介いたします。毎月画材を担当講師の先生

と御相談して決めています。４月は桜もち、５月いちご、６月あやめ、７月金

魚…などなど。４Ｆのサンルームを使い、がやがやと楽しくおしゃべりしなが

ら描いています。色紙に筆ペンでラインを描き、その上から水彩えのぐで彩色

してゆく作業を、みなさん大変イキイキした表情で楽しんでおられます。絵画

はその人の性格が大変良く表れるので、先生から、「○○さんは豪快やなぁ」「○

○さんは、すごく几帳面な性格やなぁ」などと言っていただいています。最後

は先生から、少々筆直しをしていただきながら、各自の作品を鑑賞しています。

「上手・下手」ではなく、楽しい一時を過ごせる事を大切にこれからも頑張って

いただきたいと思います。

雀松美代子 和田 澄子 唐原 幸子 上田 茂子

緒方ミチエ

田村 雅子

<クラブ員 >

<担当職員 >

前列左から 緒方、雀松、唐原

後列左から 田村（職）、西納（ボランティア）

和田、上田、田原（ボランティア）
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クラブ活動

ちぎり絵クラブ

毎月第三金曜日にちぎり絵クラブがあります。メンバーは６人で先生に用意

していただいた和紙をちぎって季節に応じたテーマでハガキなどに貼り、仕上

げていきます。１月は「巳」、２月は「節分」、３月は「つくし」など…。１枚

仕上げるたび季節を感じ、皆でほっこりしています。

私は途中から担当させていただいていますが、先生がおっしゃるには最初は

丸くちぎるだけでもなかなかだったそうですが、先生のご指導と、みなさんの

努力のおかげで、かなり上達されて出来上がりはなかなかのものです。

一時頃お迎えに行く方もいるのですが、ベッドで横になっていても「今日は、

ちぎり絵があるから４階に行きましょう。」と、声をかけると、いつもとは違い

元気に起きて来てくれます。

作っている最中はいろいろと文句も出ますが…出来上がった時の皆さんの笑

顔は最高です。これからも毎月賑やかに楽しんでやっていきたいと思っています。

藤江 幸子 先生

上田 茂子 大隣 なみ 平木ひで子 豊田 トヨ

湊浦ムメノ 宗田 秋野

上野 昌代

<クラブ員 >

<担当職員 >

前列左から 湊浦、上田

後列左から 藤江先生、平木、豊田、大隣、上野（職）
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クラブ活動

民謡クラブ

私が、民謡クラブの担当を引き継いだのは９月からです。活動日は、月２回、

第２・第４火曜日で、時間は 15時から 16 時 30分まで行なっています。

入居者の中には、この日を楽しみに準備の手伝いをしてくれる方もおられま

す。私が行く頃には、先生とのお話に花が咲き話も弾んでいる姿を目にします。

４月の見学をきっかけに友に誘われていつしか老いては泉州地区の老人ホーム

で、毎月のクラブが楽しみに不安ながらも、先生の楽しい笑い声に合わせて声

を出してみると声が出たので今は楽しい、カラオケ、民謡が大好き、とにかく

歌うことが好きそれは、各地方の文句には意味がありとてもよく中々、節廻し

が難しいながらも時間の経つのも早く、ボケ防止・発声もしっかり出し楽しん

でいます。これらの文面を書くにあたり皆様の声の一部を抜粋させて頂きまし

た。因みに練習曲も数多くあり書ききれませんが何曲か紹介しておきます。（豆

ひき唄・米ぶし・新串本節等々）です。

これからも、先生のお力や、御配慮を頂きながら、明るく、楽しく、元気よ

く活動されることを願っています。

戸田登代子 先生 鹿島 豊子 先生

和田 澄子 野出 君子 橋本千代子

横井 亜紀

<クラブ員 >

<担当職員 >

前列左から 橋本、和田、戸田先生

後列左から 横井（職）、野出、鹿島先生
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クラブ活動

書道クラブ

字は体を表すと言いますが、心に迷いがあっても良い字は書けません。真っ

白い便箋に一筆おろす瞬間の心地よい緊張感。一つの漢字にも意味を成すこと

に興味を持つとそれだけで字を書くことが楽しくなります。

書道クラブを担当させて頂いてそろそろ５年近くなりますが、ベテランの盛

原先生の指導のもと、クラブの皆さんが熱心に、また楽しんで、時には悩みな

がら練習される風景を拝見するとそれだけで微笑ましい気持ちになり、頑張っ

て！とエールを送りたくなります。

ただ残念なのが今現在、部員の仲間が４名と寂しいクラブになっていますの

で、よろしかったら書道クラブを見学に来て頂きたいと思います。

心の扉が開けるかもしれません。いつも笑顔の先生と、優しい諸先輩方が迎

えてくれますので…。

担当職員共々、宜しくお願いします。

盛原 翠香 先生

雀松美代子 緒方ミチエ 白木ヌイ子 島原 照和

多部 敦子 甲斐佐代子

<クラブ員 >

<担当職員 >

前列左から 盛原先生、緒方、雀松

後列左から 多部（職）、島原、白木、甲斐（職）
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クラブ活動

カラオケクラブ

カラオケクラブに入って良かった。スタジオの方が唄いやすく他の人も入会

してほしい。大勢の方が楽しい。

唄はうたえないけど聴くのも楽しい。スタジオは近いので元気な間は行きた

いのが希望。自分の部屋でもずっと聴いています。

唄は好き。三度のご飯よりも好きです。健康にもいいし、昔の演歌が特に好き。

メンバーもいいし、スタジオに行くのが何よりの楽しみです。

沢山の方と一緒に行けて朗らかになります。唄が大好きです。昔の唄はだい

たいうたえます。

唄う事と皆のうたを聴くのも楽しい。自分の知らないうたもあり、勉強にな

ります。元気な限り続けたいです。

唄っている時が一番楽しい。はじめは町内会のカラオケに入り20年でやめた。

家の事情で来友館に来てカラオケクラブがあると聴き入った。スタジオは設

備が整っているし唄いやすい。皆と行くと余談な話も出来て楽しいです。

今後も色々なスタジオを探して皆さんに喜んでいただけたらと思います。

●

●

●

●

●

●

下村 幸郎 田所 保 宗田 秋野 和田 澄子

田仲新太郎 藤井美代子

根来ユリ子

<クラブ員 >

<担当職員 >

前列左から 下村、田所、和田、藤井

後列左から 田仲、宗田、根来（職）
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年間行事

毎月の行事

不定期の行事

お花見

春の健康診断

端午の節句（かしわ餅） しょうぶ湯

開館記念日

避難訓練

厨房大掃除、害虫駆除

七夕祭り

春日神社夏祭り

子ども神輿接待

居室大掃除（入居者家族参加）

お盆法要、物故者法要

終戦記念日、正午黙祷

敬老家族会

春日町長生会からお祝届く

中秋の名月、お月見

お彼岸、おはぎ

秋の食事会又は１泊旅行

らいゆう温泉開始

秋の健康診断

赤い羽根共同募金開始（ふかし芋販売募金へ）

サロン陽だまりにてバザー開催

忘年会

防災訓練

年末大掃除

冬至（ゆず風呂）

クリスマスケーキと理事長のコーヒー

大晦日（年越しそば）

新年祝賀会

新年会

七草がゆ

節分豆まき

第３小学校の児童による劇の慰問

ひな祭り

春の食事会

お彼岸、おはぎ

お誕生日会

春日町公園の掃除

理髪奉仕

食堂席替え（年３回）

法話

消防器具点検

理事会（５月、10月、３月）

入居者懇談会

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

年間行事
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来友館屋上より

撮影 西座理事長

屋上からの写真

西

関空連絡橋とゲートタワービル方面

東

春日神社と葛城山方面

南

南海泉佐野駅とセンタービル方面

北

阪神高速湾岸線 神戸方面
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来たれや友よ

来友館歌

淡路ケ島に 雲流れ

波路はるかに六甲の

山々望む この館

来れや友よ 来友館

作詞 奈 良 吉太良

作曲 中 川 国 生

（来友館の歌）

若きあの日を想いつつ

静かな明日を望みつつ

みんな仲良く この館

来れや友よ 来友館

感謝に日々を暮しつつ

清く正しく 明るくて

一つ家族の この館

来れや友よ 来友館

１．

３．

２．
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来友館歌
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概 要

来友館の概要

【設備規模】

【ホームでの生活】

【クラブ活動】

【費 用】

敷地面積

建物構築

延床面積

居 室

定 員

設 備

食 事

入 浴

健康診断

民謡クラブ・書道クラブ・歌を楽しむ会

カラオケクラブ・ちぎり絵クラブ

利用料は本人の年金受給額によって異なりますから、お問い合わせ下さい。

入居時の一時金等は不要です。

ご入所者の利用料金例

年収が 150万円以下のＡさんの場合（冬期加算除く）

生活費（52,780 円）＋事務費（10,000 円）＝ 62,780 円（全個室・３食付）

が最低必要利用料金となります。

なお、11月～３月までは、冬期加算として上記金額に2,070 円が上乗せされます。

1,629 ㎡

鉄筋コンクリート４階建て

1,171.22 ㎡

50室 ５帖押入付 43室ほか

50名

食堂、娯楽室、サンルーム、医務室、浴室、事務室、給食センター

朝食 7 時 20分、昼食 12 時、夕食 5時

午後 12 時 45分から（週 4回）

看護師によるもの週１回

嘱託医によるもの年２回
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概 要

居宅介護支援事業所らいゆうの概要

くすのきの概要

居宅介護支援事業所とは

小規模多機能ホームとは

サービスの概要

居宅介護支援事業所の業務

居宅介護支援事業所は居宅において利用できるサービス（介護保険サー

ビスだけでなく介護保険対象外サービスも含む）などの紹介やサービスの

調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代

わりに行う事業所のことです。

小規模多機能型居宅介護とは、平成 18年４月の介護保険制度改正により

創設された、地域密着型サービスのひとつです。介護が必要となった高齢者

（主に認知症高齢者等）が、今までの人間関係や生活環境をできるだけ維持

できるよう、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の３つのサービス形態が一

体となり、24時間切れ間なくサービスを提供できるのがその大きな特徴です。

デイサービス（通い）＋宿泊（連泊可）＋訪問介護

認知症の方も対象としておりますので、ご安心してご利用いただけます。

「通い」中心にご本人の様態や希望に応じて「宿泊」「訪問」といったサー

ビスを組み合わせて「ご自宅で継続して生活するために」必要な支援をして

いきます。

・通いで顔なじみになった職員が、「訪問」いたします。

・「宿泊」は、連泊も可能で、急な宿泊のご要望にも対応いたします。

・認知症の方のご利用も可能です。

・介護予防、介護に関する相談

・要支援、要介護認定の申請の受付、申請書の提出

・介護認定調査の実施

・居宅サービス計画の作成

・介護予防サービス計画の作成

・サービス事業者との連絡調整

・居宅サービス計画の実施状況の把握
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くすのき

らいゆう

来友館
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社会福祉法人「来友会」が創立 40周年を迎えました。

昭和 48 年 5月 29日付、毎日・朝日各紙に掲載されました。（注１）

当時はまだ、老人福祉施設自体が非常に珍しく大阪府下でも数施設を

数えるのみでした。

当施設は、西座正藏前理事長（西座新二理事長の岳父）の自宅の一角

に（注２）建設され以来創立 40周年を迎えました。

40年が経過し創立当時からの入居者、職員は勿論居ませんが、夫々の

時代に活躍された職員の考え、意志は伝統として受け継ぎ、入居者の方々

の要望を生かし、更なる発展を目指します。

※投稿者の役職は平成 25 年３月１日のものです。

平成 22 年度には大阪府の森林再生加速化補助金を受け小規模多機能

ホーム「くすのき」と地域交流サロン「陽だまり」を建設し、平成 23 年

度に事業を開始いたしました。

編集長

協 力

木本 和紀

甲斐 佐代子

大谷 玲子

吉田 基幸

編集後記

表紙・裏表紙説明

来友会 40 年の歩み
地域社会に輪を拡げる

平成25年８月発行

編 集◇ 開館40周年記念誌編集員会

発 行 者◇ 社会福祉法人 来 友 会

理事長 西 座 新 二

発 行 所◇ 〒598-0058 大阪府泉佐野市春日町2-7

TEL (072)462-1848

FAX (072)464-0646

表紙・裏表紙
イ ラ ス ト

◇ 来友会職員 梅田 彩



注１

注２



来友会 ホームページ http://www.raiyu-kai.com/

地域交流サロン「陽だまり」

社会福祉法人 来 友 会

ＴＥＬ

ＦＡＸ

（ 0 7 2 ）4 6 2 － 1 8 4 8

（ 0 7 2 ）4 6 4 － 0 6 4 6

軽費老人ホーム 来友館

〒598-0058 泉佐野市春日町 2 番 7号

ＴＥＬ

ＦＡＸ

（ 0 7 2 ）4 6 1 － 3 3 6 6

（ 0 7 2 ）4 6 2 － 1 5 1 9

小規模多機能ホーム くすのき

〒598-0058 泉佐野市春日町 2 番28 号

ＴＥＬ

ＦＡＸ

（ 0 7 2 ）4 5 8 － 2 2 0 5

（ 0 7 2 ）4 5 8 － 2 2 0 6

居宅介護支援事業所 らいゆう

〒598-0007 泉佐野市上町 1 丁目 3番 4 号

コートサイドビル 201 号


