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珈琲専門店が特別にブレンドした珈琲を

私たちは毎朝豆から挽き、ハンドドリップで淹れています

【夢の箱ブレンド】
クリスタルマウンテンブレンド

やわらかな苦味と酸味、上品

な風味が特徴。ブルーマウン

テンブレンドにも似た味わいを

持ちます。

事業所紹介

　基弘会がここまでこだわりをもって、お客様に珈琲を提供してい

る理由…それは、基弘会のサービスを受けられる方がいつまでも

一人の大人として「ワンランク上の価値」や「クオリティ」を感じ

る時間を大切にしていただきたいからです。

　もちろん珈琲は嗜好品ですので、全ての方が好きという訳では

ありませんが、このこだわりの一杯をカフェに赴いて味わう「大人

の時間」をゆっくりご堪能いただければ幸いです。

【ココナラブレンド】
ゴールデンブレンド

深煎りの豆を適量配合し、飲

みやすさの中に適度のコクを

プラス。適度な苦味とコクの

ヨーロビアンブレンドです。

【リズムタウンブレンド】
ヨーロピアンシティ

苦味とコクが特徴のすっきりと

キレのある深い味わい。冷め

た時の味と後味の良さが自慢

のブレンドです。

基弘会が　　　　にこだわる理由
本格的ドリップコーヒーが味わえる介護施設の面白み

コーヒー

表紙の話❶

住　　所：宮城県仙台市泉区古内字坂ノ上 16-6
電話番号：022-378-0000
営業時間：11:00-19:00（L.O 18:00）
定　休　日：火曜日

（カフェ　ニーロクヨン）

こだわりの
オリジナル

ブレンド

「ヨーロピ
アンシティ

」はこちら
で

おたのしみ
いただけま

す



仙台と大阪を
つなぐ
ドリームツアー

卒業後、大手建設会社の設計部門に勤務し、一級建築士の資格を取得。

その傍ら社会福祉法人設立に尽力していた父親をサポートしていたが、志半

ばで父が他界。遺志を継ぎ現在の社会福祉法人で介護事業に従事する。基

弘会ではアパレルブランドと共同で制服デザインを行ったりスタッフ教育に有名

な講師を招聘しゼミ形式の授業をするなど、型にはまらない斬新な試みで新た

な介護の現場を展開。ヒト・ハコ・フィロソフィーをデザインする第一人者。

筆者プロフィール
社会福祉法人基弘会
本部長　川西 収治　Kawanishi syuji

  ドリームツアーとは

　社会福祉法人基弘会では、一昨年から「ドリームツアー」と題して、

要介護高齢者が外出をもっと楽しめる社会づくりのための取り組みを

行っています。基弘会が大阪と仙台に事業展開していることからドリー

ムツアーでは、それぞれの施設を利用されている方に介護スタッフが

添乗しながら大阪⇆仙台間の旅行を楽しんでいただきます。

　去年は大阪市生野区・ココナラ巽のお部屋を数室確保し、仙台

市泉区・リズムタウン仙台の特養入居者様が大阪に旅行され、二

泊三日の大阪観光を楽しまれました。

KIKOUKAI

D

ream tour

  高齢者の外出をもっと楽しくするために

　要介護高齢者が外出する際、近年の公共交通機関での移動

に関しては概ねエレベーターや車椅子の援助を受けられるよう

になりました。

　しかし旅行において肝心の宿泊先や利用施設内では、ある

程度身の回りのことができる高齢者ですら、接客をする店員に

簡単なケアの知識がないため、少しの援助も受けられず付き

添いの介助者を必要とする状況です。

　私たちが提唱するソーシャルケア接客とは、高齢者への簡単

な対応（介助）の知識を接客スタッフが持つことにより、高齢

者の行動範囲が格段に拡大し、外出をもっと楽しめる社会にな

るような接客技術のメソッドを構築したものです。このメソッドを

活用することで、高齢者がより豊かな社会生活を送れるように

なると確信しております。（ビジネス的な面では、顧客層の拡大・

増加を見込めます）

　ドリームツアーはまさしく、その先駆けとなるモデル事業です。

介護施設のショートステイを利用し、実践事例を積み重ねた結

果、今回のドリームツアーでは要介護状態の方、90 歳を超え

るご高齢の方でも無事に旅を終えることができました。

※この場合、あくまで受け入れ先は介護施設であり、きちんと

　した情報共有がなされていることが前提です

  ケア接客でサスティナブルな社会へ

これからの少子高齢化社会では、様 な々サービス営業所が簡

単な介助知識を組み入れた接客（ケア接客）を会得し、事業

反映に取り組むことで、高齢者の利用（外出）が促進され、

より豊かでサスティナブルな社会になります。そうなることを願っ

て、我 基々弘会は率先して実践を重ね、その技術を伝えていき

たいと思います。

1_ ハルカス３００でスタッフと談笑するゲスト様 /2_ 大阪・道頓堀

の「グリコ」看板前で記念撮影 /3_ ココナラ巽自慢の食事 元板

前の職人が手間をかけた鍋料理を召し上がっていただきました

ビルとしては日本一の高さ300mを誇る、あべのハルカスの展望台「ハルカス300」からの眺めを堪能するゲスト様。



大阪生まれ大阪育ち。九州大学
芸術工学部環境設計学科卒
業。大阪のデザイン事務所graf
で丁稚として修行後、再び福岡
に移住。福岡の古ビル再生プロジェクト「紺屋2023」の設
計、運営を行うno.d+a / TRAVEL FRONTでの勤務を通して
デザイン、建築設計からイベント運営、アートプロジェクト等
幅広い業務に携わる。2014年に関西に戻り、グランフロント
大阪ナレッジキャピタルの総合プロデュース室に所属。アル
スエレクトロニカとの協働プロジェクトや中高生を対象とし
た学びのプログラムを担当。2017年よりロフトワークに入
社。趣味は野球観戦とハイキング。

アートディレクター

上ノ薗 正人
 Uenosono masato

　２０２０年に春にサービス開始が予定されている次世代

ネットワーク「５G」の登場により、ネットワーク社会構造が

大きく変革していくと言われています。介護業界もＩＴやＡ
Ｉへの取り組みを厚労省が促進するなど、遅ばせながら時
代に追従しているところです。

　基弘会でも５G のもたらす新しい社会のニーズにいち早く

対応することが、お客様への迅速なサービス提供につなが

ると考え、まずは私たちのネットワークツールであるホーム

ページをリニューアルすべく、製作が進んでいます。

　新ホームページは情報収集されるお客様（利用者様とご

家族様）が、いかにしてわかりやすく情報を取得できるよう

にするかを考え、文章だけではなく動画や画像、アニメーショ

ンなどを使い視覚的に伝えるコンテンツを多く含んだ構成に

なっています。そして、基弘会が持っているサービスやコン

基弘会ホームページ
フルリニューアルへ

　このたび、基弘会が発信する Wｅb マガジンが創刊

しました。

　すばり、このメディアのコンセプトは「５０年後を輝く

ものに」。毎日の暮らしのなかで「ふふふ」と笑顔がこ

ぼれるような記事を発信していきます。

　例えば「普段のくらしの中で知っておくと少し生活が

充実するようなこと」、「何気ないことが楽しみになるよ

Web、アプリ開発、編集&執筆な

どの業務を生業とする、関西を

拠点に活動するライター。

テンツ、こだわっている「価値」の部分など、見る方に的

確かつ分かりやすくお伝えできるツールとして、より一層ご

活用いただける内容となっています。

　動画製作にあたっては海外でも様 な々映像製作プロモー

ションを行っておられる荒川幸祐氏をカメラマンに迎え、基

弘会のこだわりでもある「医・食・充」に焦点を当てた撮

影を行いました。

　３月中旬頃までに法人サイト、事業所サイト、新卒採用サ

イトが順次オープンしますのでご期待ください。

うなこと」、「知って得する情報」などのコンテンツをお

届けします。

　毎月２・12・２２日（「ふふふ」にちなんで２のつく日）

に更新する Wｅb マガジン「くらしの

ふふふ」、ぜひご一読ください。

　メインページへは右記のＱＲコードを

読み込んでいただくと便利です。

くらしのふふふ、配信開始しました

介護や福祉の世界と
関わりがない人たちへ
　一般的な介護 ・福祉施設にはあまり見られないよ

うな空間とテーマがあるリズムタウン仙台は、その活

動の範囲も従来の福祉施設の枠にとらわれることな

く、多様な人々が集まり、思い思いに過ごしてもらえ

るような場所になることを目指しています。

　福祉施設がそうした場所になるためには、既入居

者の方との普段のコミュニケーションもとても大事で

すが、「いろんな人にこの場所を知ってもらう」こと、

例えば普段介護や福祉の世界に関わりのないような

人にも、リズムタウンを知ってもらうことが大事だと

思っています。そして、このことこそ一般の人が介護・

福祉業界のことを考えるきっかけとなり、人によって

はリズムタウンという「まち」を構成する一員になっ

てもらえれば、視覚的にも、空間の使われ方としても、

リズムタウンがより活性化し、結果として入居者の方々

に「より豊かな日常」を提供できるのではないかと考

えています。 

プレジャーマーケットに
リズムタウンが参加する意味
　例えばリズムタウンが「近所の中学生が宿題をする

ために1F のスペースを利用する」だとか、「入居者の

ご家族がご友人と一緒にカフェを利用する」ことが自

然発生的にしてもらえるような場所になるために、ス

タッフがリズムタウン仙台という空間をどのようにデザ

インするのかをスタッフ自身で考えられるようにするの

がこの企画の目標のひとつです。この目標に向けた取

り組みのひとつとして、「リズムタウン仙台（スタッフ）

が外に出て、いろんな人と交流してみる」というステッ

プがあります。今回はそのステップをプレジャーマー

ケット出店というカタチで実現しました。

スタッフ育成につながる
活動の種まきとして
　もちろんこれまでも研修、もしくは就職フェアなどの

社外との交流、情報発信の機会はあったと思います。

ですがそれはどちらかと言えば、「既にリズムタウン

仙台や介護・福祉業界に興味関心のある人」との交

流が主でした。

　プレジャーマーケットでは不特定多数（ただしまち

づくりや、人々の交流への関心があるような人たち）

がやってくるマルシェの１ブースとしてリズムタウンが

出店し、様々な属性の人 と々の交流・場の運営を通

して、今の介護 ・福祉についての認識の共有、リズ

ムタウンならではの入居者満足に繋がる働き方、“場”

の使い方やイベントの企画につながる知見を得ること

ができるのではないでしょうか。そしてこのプロジェク

トに参加したスタッフが、リズムタウンでの働き方や

活動の仕方を考える、そのヒントとなる種を見つけら

れたらと思っています。

フリーランスディレクター／編集者

池田 佳世子 
Ikeda kayoko

▲くらしのふふふメインページはこのイラストが目印です

　今年の４月から始まったコミュニティデザインプロジェクト。これ

はリズムタウン仙台が“介護”をコアに地域の健康と文化を活性

化し、未来の暮らし方と働き方を創出するコミュニティスペース”と

いう場所となることを目指して、リズムタウン仙台・基弘会で働くス

タッフが、そういった場をデザインすることを学んでいくための活

動のことです。そのひとつとして、１１月２４日（日）に青葉の風テラス

で開催されたプレジャーマーケットへ出店してまいりました。

 今回は企画の別名でもある『ABABA企画』の名前の由来である

「アババさん」こと上ノ薗正人さんに、この企画の主旨を語ってい

ただきました。

事業所サイト、新卒採用サイトも

QR
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リズムトークは、どこか他人事になってしまいがちな

「福祉」の話にフォーカスを当てたトークイベントです。

大阪で２５年間も福祉業界に携わる江部成治さんと、

在仙で各地のまちづくり現場で活躍する

イワマユキさんをゲストに迎え、

NPO 法人都市デザインワークスの豊嶋さんの進行のもと

参加者の方 も々交えたアイデアセッションを展開し、

福祉業界のこれからについて、話を深めていきました。

▶ 福祉施設を利用されている方の変化
豊嶋　福祉施設をご利用される方の変化など長年で何か起きているこ

とはありますか？
江部　以前まで福祉は行政サービスの認識があって、従事する人間に

対して利用者様は「兄ちゃん、姉ちゃん、良くやってくれてるねぇ」

という接し方でしたが、最近は支払っている費用に対するサー

ビス対価を求めているというのが利用者様と接する中で感じて

います。私たちの事業所ではスタッフが接客という意識で働い

てもらえるよう指導しています。

豊嶋　経営陣とスタッフとの関係性も大きく変わってきているような印

象を持ちます。かつては３Ｋと言われる仕事に福祉も入っていま

したが、今では見え方が大きく変わってきているのですね。

江部　ただ決して３Ｋ的な仕事内容が無くなることはありません。２０２

５年には団塊世代が後期高齢者になり介護の必要な方が急速

に増えることが予想されています。法人設立時は訪問介護でス

タートしましたが、その後にデイサービス、ショートステイ、特

別養護老人ホームを事業展開させ、介護保険などに関すること

を一緒に話し合っていくケアプランセンターも設けているほか、

リハビリにも着手し利用者様が出来なくなったことを出来るよう

にするサポートをしています。

▶ 需要が大きくなる福祉業界
豊嶋　つまり要介護認定の比較的軽い方が重度化しないようなことも

されてるわけですね。これから高齢化が進む上でとても大切な

視点です。また訪問介護から始まっているのは福祉業界として

珍しいのではないでしょうか。

　　　さて、今回は「アイデアを発想」というのをテーマにしています

ので、ゲスト・参加者を交えたセッションに入っていきたいと思

います。江部さん、みんなで考えるお題を出していただけますで

しょうか。

江部　はい。今後の需要が大きくなるということは働き手もそれだけ

必要になってくるので、次の世代にいかに関心を持ってもらえる

かは福祉全般での喫緊の課題とも言えます。そこで「なりたい

職業ランキング」を持ってきました。この上位に福祉が入るため

にはどうしたらいいのか、何かできることはあるのか、考えてい

ただきたいと思います。

豊嶋　なるほど！憧れの職業とはなりづらい福祉ですが、首都圏では

福祉×クリエイティブとか超福祉といった切り口でイメージアッ

プを図る取組みがあることを耳にしたことがあります。皆さん、

良いアイデアはありますでしょうか？

参加者　スカンジナビア半島は福祉の先進国として有名なので参考にす

るべきかと考えています。スウェーデンでは介護施設が小学校

に隣接していて、子ども達がおじいちゃんおばあちゃんに会い

にいくような感覚で介護施設に遊びに行っているのです。そこ

で働いている人の姿も見ますから職業の選択肢に入りやすいで

すし、その人たちが社会貢献している意識が強いこともあり満

足度が高い働き方をしているのでキラキラして見えるんだと思い

ます。

▶ 心理的な距離を近づけてみる
イワマ　今のお話を聞いてて思ったのですが、私が子ども達と接している

経験からすると、心理的な距離も近づけてあげる必要があると

思います。例えば自分の区かどうかをとても気にしていて、区を

またぐと親に連れて来られないといけないと教えられているので、そん

なことが気にならない環境が必要だと感じています。子どもが直感的

に惹かれるようなものとして、駄菓子屋や動物などが挙げられます。

豊嶋　具体的なアイデアもありがとうございます。なんだかイメージが湧きま

すね。

▶ 働きたいと思える仕事になるには
参加者　ランキングを見ていると上位に入る条件として３つの傾向があるのでは

ないかと推察します。一つは「かっこいい、憧れる」要素で、二つ目は「稼

げる」こと、そして「安定」している点であり、後者２つは大人が持

つイメージから伝わる部分が大きいと思います。私は自己表現を出来

ているかどうか、またそのやり取りがあって楽しいと思うところに、

「かっこいい、憧れる」側面が表れると考えているので、福祉の働

き手がそこにリーチできる環境を整えてあげることが重要だと思いま

す。

イワマ　そういう意味では福祉が職業というものに括れなくなってくるんじゃな

いかと思っていて、私は副業をいくつもしてますし、福祉に従事しな

がら他のことをやっていくのもアリだと思います。これからの働き方

は “社会貢献の福祉” と “自己表現の〇〇” という形が広がってい

くといいのではないでしょうか。

参加者　私も上位を目指すのではなく福祉はやって当たり前のものとして捉えて

いくものだと思うので、多くの子ども達に体験を通じて福祉を知る機

会をつくってあげて欲しいです。例えばキッザニアに福祉サービスの

ブースがあったら知る良いキッカケになるのではないでしょうか。

豊嶋　セッションが盛り上がってきたところで、参加者の方からもアイデア発

想に投げ込んでいただく課題を放り込んでいただきたいと思います。

福祉に携わる方もそうでない方も何かございますか。

▶ 福祉にふれるきっかけをつくる
参加者　結局のところ話題は同じになってしまうのですが、私は障がいを持って

いるので教育学校でお話をする機会があり、聞いてみると、障がい者

と接したことや福祉に携わったことがほとんど無いとの答えに大変驚

きました。そういった人たちが子ども達の先生をしているわけですか

ら。そこでの繋がりから小学生と交流できる機会があって、彼ら彼女

らに私の介助をしてもらいながら一緒に時間を過ごして、とても楽し

かった経験があります。じつは今でも交流を続けているので、社会と

福祉の接点をもっと増やしていただけると嬉しいです。

豊嶋　これからの子ども達が社会全体を知っておくためには、福祉・介護・

障がいにしっかりと接する仕組みが必要ということが見えてきました

ね。民間にも出来ることが色 あ々りそうですが、江部さん、いかがで

したか。

江部　色んなアイデアをいただきありがとうございました。教育の方にアプ

ローチしていけるよう努力していきたいと思います。

男　子

ITエンジニア・プログラマー

ゲームクリエーター

YouTuber

プロスポーツ選手

１ 位

２ 位

３ 位

４ 位

女　子

歌手・俳優などの芸能人

絵を描く職業

医師

公務員

１ 位

２ 位

３ 位

４ 位

▼将来なりたい職業（2017年ソニー生命株式会社）


