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　こんにちは。事務の吉田と申します。
出身は渋川市です。 
私には小学3年生の息子がいます。 
今年の冬に息子と一緒にスノーボードを
始め、私の父と息子と親子3代でたくさ
んスキー場へ行きました。息子と一緒に
体を動かすことが私の楽しみです。 
私は今年で入社3年目になります。毎日
皆様とは電話応対を通してお世話になっ
ております。ボンベの注文を承ることが

ほとんどですが、時々｢入院しました」
｢最近体の具合が悪くて｣という電話をい
ただくことがあります。そのときはとて
も心配になります。また｢いつもありが
とう｣という感謝の言葉をいただくこと
もあり、とても嬉しく、この仕事をやっ
ててよかったなぁと感じます。 
これからもみなさんが安心して快適に毎
日を過ごせるよう、親切で丁寧な対応を
心がけていきたいと思います。 

　介護保険を利
用 で き る 方 は、
65 歳以上の方（第
１ 号 被 保 険 者）
と 40 ～ 64 歳ま
での方で特定疾
病が原因で介護
が必要と認定さ
れた方（第２号
被保険者）です。
介護サービスを
利用するためには、要介護認定を受け
なくてはなりません。お住まいの市町
村で申請ができます。私たちケアマネー
ジャーでも代理で申請を行うことができ
ますのでお気軽にお声を掛けて下さい。
　申請後には、介護認定調査（心身の
状況を確認するための訪問調査）が行
われ、主治医により意見書の作成が行
われます。調査票と意見書により認定審
査会で要介護状態区分が認定されます。
　要介護状態区分により、介護保険で
利用できるサービス費用の上限単位が
決められています。

介護認定申請後に、介護サービスの
利用ができるようになります。いろ
いろなサービスを組み合わせて利用
することができます。
　ヘルパーさんに自宅に訪問しても
らい、食事の支度や掃除洗濯を手伝っ
てもらったり、介護施設に出かけて
いき、リハビリやレクリェーション
を行ったり、入浴や食事を行うこと
ができます。

外に出かけられない方には、看護師
が自宅へ訪問し、身体状況の確認を
行う訪問看護サービス。持ち運びの
できる浴槽を持ってきてベッドサイ
ドで入浴できる訪問入浴サービスな
どもあります。
　必要な福祉用具（ベッド・車椅子
ほか）の貸与、入浴・排泄などの用
具の購入。自宅に手すりの取り付け
や段差の解消などの住宅改修も介護
保険で利用することができます。介
護保険利用の際には私たちケアマ
ネージャーがお手伝いさせていただ
きます。
介護保険を知りたい方は、ご連絡を
いただければいつでも説明させてい
ただきます。お気軽に居宅介護支援
事業所にご連絡下さい。

HOTHOT

よりよいＨＯＴライフのための広報誌

医療法人鶴谷会
ケアサービス尾島

介護支援専門員・介護福祉士
岡 崎 若 葉  さま

※実際の費用は「単位数×10～10.21円（地域単価）」
　によって算定されます
※支給限度額を超えた場合には、自己負担となります

要介護
状態区分 利用できるサービス

介護予防サービス

地域支援事業非該当

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

介護予防サービス

介護サービス

介護サービス

介護サービス

介護サービス

介護サービス

支給限度額

３５,８３０単位

３０,６００単位

２６,７５０単位

１９,４８０単位

１６,５８０単位

１０,４００単位

５,７８０単位

春号
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　私の生まれ育ちは東京 深川。
昭和20年3月10日の東京下町の大空
襲の生き残りです。一晩で10万人もの
人が亡くなったとき、私は母に背負わ
れ、木場のイカダの上で助かりました。
鼈甲（べっこう）職人だった父は、今102
歳で健在です。神様が生きるよう与え
てくれたこの命を大切にしなければと
思っています。
　そんな私が渋川に越してきて丸10年
になります。近くに温泉があり、取れたて
野菜が美味しく、空気が良く･･･。
大変気に入っていました。

 こんなよい環境なのに何故か４年ほど
前、ヒモ付き女になってしまいました。
ヒモ？若い男性？ならいいのですが、酸
素ボンベというヒモに繋がれた女に、
です。一生歩みを共にする酸素という名
の恋人です。大切にしなければね。
病名は特発性間質性肺炎。未だに原因
不明の病気です。完治する治療法はない
らしく、炎症をステロイド薬で抑えていま
す。体調を崩すたび、少しずつ酸素の量
が増え、今4㍑/分吸っていますので、外
出時はボンベが空にならないか気にな
ります。

　旅行・写真・切り絵・手芸等それまでの
趣味ができなくなりました。
時々温泉には入りに出かけますが、重い
ボンベを引いての歩きは息苦しくなるの
で、遠出はあきらめています。
若いお母さん方にお願いがあります。
温泉の中で鼻に酸素チューブをしている
人を、お子さんがジッと見ているとき、子
供の手を引いてさっさと出ていかないで
ください。子供には悪気はないからで
す。何故なのか不思議なのでしょうね。障
がいのある人を理解する良い場所と機
会だと思っています。裸の付き合いと言
うではありませんか。今、私は休み休み
でも時間をかければ自分でできることは
自分で、と思い頑張って生活しています。
　一日がこま切れの時間なので、好きな
本もなかなか前に進みません。お天気の
悪い日にまとめて読もうとすると「え～
と。何だっけ」となり、少し前から読み返
し「あっ！そうそう。」です。老人ボケが始
まったかナ？と思いながら、それもまた
良し。私は私、と割り切って楽しく充実し
た日を生きています。

群馬県渋川市

 渡辺千穂子
さん

ギャラリー

HOTHOTHOTHOTHOT

マルちゃんマルちゃんマルちゃん

切り絵の作品（渡辺さん作）

出荷を待つ整備済み濃縮器

ヘリオスの
点検・修理作業

自宅から榛名山を望む（絶景です！）自宅から榛名山を望む（絶景です！）



　 「刺繍を貼った瓢箪」

｢ドラえもんとドラミちゃん｣
 なんと手や足も傘も瓢箪です

知人の紹介で15年前くらいから趣味で瓢箪を使った作品
を作っています。瓢箪に和紙を貼ったり、刺繍をしたりして

作られています。
毎年ぐんまフラワーパーク
で作品の展示があります。
今年は10月に開催される
ので出品する予定です。

HOT歴1年目
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リペア
 センター(前橋)

　

㈱マルホン　リペアセンター
業務開始：昭和６４年４月
取扱品目：HOT機器・人工呼吸器・CPAP装置
　　　　　本体及び周辺機器・器具
業務主任：及川哲史

ギャラリーギャラリー

　皆様がお使いいただく機器の管理と、
カニューラや精製水など消耗品の保管
は、全てリペアセンターで行っています。
　このリペアセンターを管理しているの
が及川です。誇りと責任をもって業務に
当たっています。リペアセンターの業務
は、購入した機器の検収・登録から始ま
り、戻された機器の管理・清掃・消毒、
メーカーに依頼する機器の荷造り及び
発送、液体酸素機器の修理、消耗品の在
庫管理及び発注、全ての商品の荷受けと
検収。廃棄品の手配から登録抹消まで、
とても多岐にわたっています。
　ご使用者さまと取扱機器の増加に伴
い、現在、ここでの仕事量はほぼ飽和に
達してしまいました。そこで太田営業所

に新たに倉庫を建設中す。（次号でご紹
介できると思います）。
　また、前橋では５月から増員すること
になりました
　これからも「機器の向こうに患者さまが
いる」を合い言葉に、確実な管理を目指し
て精一杯努めてまいります。

縁の下の力持ちＨＯＴの

HOTHOT

マルちゃんマルちゃんちゃんマルちゃんちゃん

吉原章次 さんの作品渋 川 市

出荷を待つ整備済み濃縮器出荷を待つ整備済み濃縮器

ヘリオスのヘリオスの
点検・修理点検・修理作業作業

自宅から榛名山を望む（絶景です！）
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頑張ってます!
Vol.15

　こんにちは。事務の吉田と申します。　こんにちは。事務の吉田と申します。
出身は渋川市です。 出身は渋川市です。 
私には小学3年生の息子がいます。 私には小学3年生の息子がいます。 
今年の冬に息子と一緒にスノーボードを今年の冬に息子と一緒にスノーボードを
始め、私の父と息子と親子3代でたくさ始め、私の父と息子と親子3代でたくさ
んスキー場へ行きました。息子と一緒にんスキー場へ行きました。息子と一緒に
体を動かすことが私の楽しみです。 体を動かすことが私の楽しみです。 
私は今年で入社3年目になります。毎日私は今年で入社3年目になります。毎日
皆様とは電話応対を通してお世話になっ皆様とは電話応対を通してお世話になっ
ております。ボンベの注文を承ることがております。ボンベの注文を承ることが

ほとんどですが、時々｢入院しました」ほとんどですが、時々｢入院しました」
｢最近体の具合が悪くて｣という電話をい｢最近体の具合が悪くて｣という電話をい
ただくことがあります。そのときはとてただくことがあります。そのときはとて
も心配になります。また｢いつもありがも心配になります。また｢いつもありが
とう｣という感謝の言葉をいただくこととう｣という感謝の言葉をいただくこと
もあり、とても嬉しく、この仕事をやっもあり、とても嬉しく、この仕事をやっ
ててよかったなぁと感じます。 ててよかったなぁと感じます。 
これからもみなさんが安心して快適に毎これからもみなさんが安心して快適に毎
日を過ごせるよう、親切で丁寧な対応を日を過ごせるよう、親切で丁寧な対応を
心がけていきたいと思います。 心がけていきたいと思います。 

血 液 型    　Ｏ型

好きな食べ物　アイス・ケーキ

嫌いな食べ物　梅干し

マイブーム　お菓子作り

　　　

吉田　麻衣子 よしだ　 　ま　い　こ

編 集 後 記

■最近は日中は暖かくなりましたが、夜は寒いです
ね。気温差の激しいときは体調を崩しやすいです。
実際に私は崩しました（泣）。皆様も体調に気を付
けてください。（しらとり）
■暖かくなり外出もしやすい季節になりました。
無理はよくありませんが、景色を見ながら散歩す
るのも良いかもしれません。（かわうち）

■少し前から一人暮らしを始めました。最初は二
人だったのですが、なぜか今は一人です（涙）。ふ
と寂しくなるときがあります。春なのに･･（いとう）
■今年は寒暖の差が著しいですね。インフルエン
ザにかかる人も未だにいるようです。梅雨時には
食中毒、夏には熱中症など、一年中気が抜けませ
ん。体調管理に気をつけましょう。（きくち）

HOTHOTHOTHOTHOT

群馬県館林市にある「つつじが

岡公園」は、名前の通り、ツツ

ジの名所です。公園付近一帯は、

古くからヤマツツジが自生していて、「つつじが崎」

と呼ばれていました。

ツツジは歴代の館林城主や愛好家、また自治体によっ

て手厚い保護と育成が図られ、樹齢 800 年を超え

る高さ5mのヤマツツジ（左上）や、新田義貞の妻「勾

当の内侍（こうとうのないし）」遺愛のツツジなど、

今では古木名木 50 品種以上約 10,000 株のツツジ

が植栽されています。昭和 9 年 12 月 28 日には国

の名勝に指定されました。 満園紅に染まる花の海（館林市ホームページより）
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