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第 63 回研修会 ご報告 

◇日 時︓平成 30 年 11 月 16 ⽇（⾦）午後 3 時 
◇場 所︓仙台市福祉プラザ 10 階 第 2 研修室 
◇講 師︓⾈越正博⽒（特養せんだんの⾥施設⻑） 
◇演 題︓認知症ケアにおけるボランティアへの期

待 
【講話の要旨】 
1 認知症患者の現状と将来の増加 現在 462 万人、

その予備軍 400 万人 今後逐年増加は確実 
2 認知症の原因 以前は脳卒中だったが、現在は

認知症 
3 認知症の種類 アルツハイマー型が 58％、レ

ビー小体型が 7％、脳血管障害が 7％などなど 
4 介護は⾷事、排便、⼊浴の基本から⼼の充⾜まで

全て必要 
5 そのため、基本を中⼼とした職員から、⼼のケア

を中⼼としたボランティアまでが必要。両者が
揃い、協⼒して始めて介護が完成する。 

6 職員は思い込みをしやすく、変換に鈍感になり
がちである。ボラは客観的で多様性がある。両方
⻑短補い合って完全な介護が可能となる。 

 
会場風景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 6 回ボランティア懇親会 
◇日 時︓平成30年11月16⽇(⾦) 

午後1時30分〜午後2時30分 
◇場 所︓仙台市福祉プラザ10階 第2研修室  
◇テーマ︓ボランティア活動の課題と推進につい
て 
◇懇談会の概要︓ボランティアをされている皆様
に、疑問に思うこと・感動したこと・気付いたこ
と・失敗例を話して頂きました。 
司会は佐伯 康全理事が勤めました。 
ボランティアの川村 勉さんが仙台敬⽼奉仕会のボ
ランティア伝言板を作成されました。参考にして頂
ければ幸いです。 
 
会場風景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予告!! 第 64 回研修会 
◇日 時︓平成31年1月18⽇(⾦)午後3時から 
◇場 所︓仙台市福祉プラザ 第1研修室  

（地下鉄五橋駅下⾞1分） 
◇講 師︓安藤 由紀子先生（⾦上病院副院⻑） 
◇演 題︓カナダの医療と介護体制 
◇入 場︓無料、予約不要。どなたにも開放さ
れています。奮ってご参加ください。 
 
 

予告!! 第 7 回ボランティア懇親会 
◇日 時︓平成31年1月18⽇(⾦) 

午後1時30分〜午後2時30分 
◇場 所︓仙台市福祉プラザ 第1研修室  
 

 
特定非営利活動（NPO）法人 

http://sendaikeirou.web.fc2.com 
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寄り添いボランティア活動報告 
 
延活動時間 2018年4月〜9月 1,723.5時間 

施設名 活動時間 構成比（％） 
リーフ鶴ケ谷 249.6 14.48 
パルシア 87.7 5.09 
サン・つばき 273.2 15.85 
水泉荘 103.0 5.98 
せんだんの⾥ 323.1 18.75 
寶樹苑いずみ 71.5 4.15 
萩の風 117.0 6.78 
仙台⻑生園 68.0 3.85 
仙台楽生園 50.0 2.80 
暁星園 79.0 4.58 
アルテイル⻘葉 91.1 5.28 
いずみの杜 136.3 7.90 
百合ヶ丘苑 74.0 4.28 

合計 1,723.5 100.00 
注記︓1人の活動時間は、原則一⽇2時間としてい
ます。 
月平均活動時間は、287.25時間です。 
 
 
延活動人員 2018年4月〜9月 791名 

施設名 活動人員 構成比（％） 
リーフ鶴ケ谷 107 13.53 
パルシア 44 5.56 
サン・つばき 131 16.56 
水泉荘 63 6.70 
せんだんの⾥ 128 16.18 
寶樹苑いずみ 35 4.42 
萩の風 52 6.57 
仙台⻑生園 34 4.30 
仙台楽生園 25 3.16 
暁星園 38 4.80 
アルテイル⻘葉 40 5.06 
いずみの杜 67 6.47 
百合ヶ丘苑 37 4.89 

合計 791 100.00 
注記︓月平均活動人員は、131.83名です。 
 
 

会員募集 
当会は⽼人介護を必要とする人々に奉仕するため

に、 主として仙台市内の特別養護⽼人ホームを対
象に⾒守り ・寄り添いボランティア活動を展開し
ているボランティア団体です。 

私達と一緒にボランティア活動をしてくださる方 
（正会員）、 会の運営資⾦を援助してくださる方 
（賛助会員）を募集しています。 
� 正会員 

主に特別養護⽼人ホーム（仙台市⽼人施設協
等の13施設で寄り添いボランティアとして活
動しております。 

活動にあたっては交通費・ボランティア保険
を用意しています。 
個人年会費   ︓    1,000円 

� 賛助会員     
個人年会費   ︓    3,000円 

■ 寄付 
個人寄付 
法人・団体寄付 

■  事務ボランティア募集 
NPO法人仙台敬⽼奉仕会の事務ボランティア

を募集します。 
事務ボランティアの方も交通費は当会で負担

させていただきます。 

ホームページの活用 
� 当会では当会の活動に関する様々な情報が掲

載されたホームページを公開しています。 
� 基本的な情報として、当会の定款をはじめ理

念・目的・事業内容、役員・会員、協⼒施
設、実績等が掲載されています。 

� また、過去に⾏われた研修会や総会等の内
容、これまで発⾏されたニュースレター、次
回の研修会の予告などが掲載されています。 

� 当会のホームページ URL は下記のとおりで
す。 

http://sendaikeirou.web.fc2.com 

文責 理事 鈴⽊ 和美 
 

 

 

 

「仙台敬⽼奉仕会」事務局 
・〒980-0801 仙台市⻘葉区⽊町通 

2 丁目 5-18 大熊ビル 3 階 
・TEL/FAX 022-725-7284 
・e-mail   sendaikeirou@yahoo.co.jp 


