


　開設当初から「原理原則」を大切にしてきた基弘会が、
暮らしの「質」を見直し具体的に行動しはじめたのは、
平成２７年のころから。ココナラ巽建設と夢の箱生野リノ
ベーションを期に、これからの介護施設のあり方につい
て徹底的に模索をしていた基弘会がたどり着いたのは
「ここまで、こだわる」という法人コンセプトの根幹。こ
の根幹から、暮らす空間で使われる素材や日々口にす
る食品のクオリティへのこだわりを少しずつ取り入れてい
きました。

　この活動で一番苦労するのは素材を知るためのリ
サーチ活動です。実際に生産地まで赴いてその商品の
こだわりを深くまで知り、それが基弘会を利用するお客
様へ提供する価値のあるものなのかを精査してきました。

　特に食については「医食同源」の考えから、病気を
治す薬と食べ物は本来根源を同じくするものであり、食
事に注意することが病気を予防する最善の策だと捉え、

安心・安全な食の提供に取り組んでいます。それらを
「KINOTO」ブランドとして編集・発信しながら、その価
値を伝える活動をはじめました。

　社会福祉法人では今後も政所茶のように、昔ながら
の製法を守り作られた良質な商品を「KINOTO」ブラン
ドとして位置付けることで生産者を応援し、それらを高
齢者の方々に提供して元気に暮らしていただく取り組み
を続けていきたいと考えています。

　そしてこの活動を通して生産者が元気になり安心して
事業存続ができることで、スタッフや高齢者の方々、ご
家族が商品を安定的に購入できる、そんな良循環未来
を創っていきたいのです。

KINOTOブランドサイトが
できました

　私たちの施設では、身体と心に少しでも優しいものを好んで選び、使っています。その
中でも特に、厳選したものを「KINOTO」商品ブランドとして「特定の地域でしか消費さ
れてこなかった食品や手仕事の品たち」を発信し、同じ思いの方たちに届けるお手伝いを
はじめました。

　まずは施設内から、関心を持っていただける皆様へお届けしていくプロジェクトが始動。
これからも、いまだ出逢っていない商品や食材を探し続けます。きっと、私たちの取り組
みは共感を生み、ユーザーを巻き込んだ応援型商品ブランドに変わっていくでしょう。

まずは基弘会のご利用者様の
「さ・し・す・せ・そ」から
　まずは基弘会のご利用者様のお食事で、料理の味
付けの基本である「さ・し・す・せ・そ」を無添加
で体にいいものに。まずは、お酢と醤油の導入に向け、
試食会を行いました。

　さまざまな調整や課題もありますが、お味は高評価！
取り組みの第一歩を踏み出したところです。

フンドーキン醤油株式会社
大分で創業１６０年を迎える老舗・フ
ンドーキン醤油さんのこだわりが詰
まった二種類の醤油。

一つは蓋を開けた瞬間ふわりと大豆
の香りがたつ、吉野杉樽で醸造され
た「吉野杉樽天然醸造醤油」。

もう一つは加熱処理を行わない、も
ろみ由来の芳醇な香りと味わいが特
徴の「無添加丸大豆生しょうゆ」。中橋蔵造酢株式会社

香川県三豊市で１７４１年に創業の老
舗・中橋造酢株式会社の米酢「仁
尾酢」。

原料が白米なので、くせが無くどんな
料理にも良く合う、まろやかなお酢で
す。

HPはこちらのQR
コードから▶

基弘会職員も美味しくて体にいい、これらの
無添加食材が買えるよう社内販売を企画中
です！続報をお待ちください。
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今回の介護技術論では側面からアプローチする座り直しをご紹介します。半身に麻痺が

ある方や体幹バランスが不安定な方に対するアプローチとして有効な技術です。ここで

も「体重移動」と「生理的曲線」を意識して介助してみましょう。

ブラックカードとは？

上野式介護技術において行われる実習テストで、
上野先生直々の判定に合格したものだけが所持で
きる、上野式介護技術マスターのお墨付きカード。
ここ７年間では、全国で２０枚ほどしか新規発行さ
れておらず、取得は超難関である。

ココナラ巽
副主任

嶋浦 聖純

夢の箱生野
主任

山口 　勉

基 弘 会 流
介護技術論
v o l . 7

夢の箱勝山
施設長
江田　雅晴

7

座り直し～側面～

介助者は、利用者の
麻痺側に立ちます。
左脚は臀部の最終着
座ラインに、右脚はご
利用者様の足の位置
にスタンスを取ります。

介助者は左手で両肩甲骨を支えながら、右手でご利
用者様の利き手（健側）の手首を優しく持って、前方
に置いた椅子の座面にご案内します。

ご利用者様と同じ高さまで腰を落とし、左手は左臀部の位置
に、右手は腸骨ラインに添えます。（右手はバランスを崩され
た際にブロックする役割にもなります。）
ご利用者様に手に体重をかけて頂くよう声掛けします。

ご利用者様が手に力を入れ動き出したら、介助者は
左手のひらで左臀部をキャッチします。
そのまま体重移動で介助者の左脚ラインまで臀部を
案内します。

お尻が椅子に着座したら、臀部→両脚の位置→手の位置→表情の順に目視して、正しくご案内
できたかを確認します。最後は利き手の手首と右肩を持って、椅子の背もたれに体をゆっくり
返しましょう。（ここでも、「体重移動」です！）

1 2

このラインまで
臀部を

誘導したい

目線は仙骨3 4

椅子の座面先端より
指 1本分内側に

手のひらが収まるように
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SK GALLERY
No.7_Wassily Kandinsky

　基弘会の施設には大小さまざまなアート作品が飾ら
れているのですが、誰のどんな作品か…皆さんご存知
ですか？このコーナーでは、知れば知るほど面白いアー
トの魅力をお伝えしていきます！

Text by kikoukai henshubu Chiharu Matsuda

今回は SK アカデミービルの３階に飾られているワ
シリー・カンディンスキーをご紹介します。
　カンディンスキーはロシア出身の画家で、抽象
絵画の父として知られるすごい人。勉学にも精通し
ていて、なんと法律を学び、大学で教鞭をとって
いたこともあるんです。そんな彼が抽象画を描き
始めたのは３０代になってから。譜面を見て、絵も
同じように形に囚われず表現ができるのではない
かとひらめいたのがきっかけと言われています。
　つまりは、ものの見た目ではなく、感情や雰囲
気などを融合し、まとめたのが抽象絵画。その情
報量や熱量は計り知れませんが、それらは描いた
人の主観であり、他人から見ればそれがなんなの
か、何を表しているのか見ただけでは理解し難い
ものです。

直感で楽しんでOK!?
抽象絵画の魅力

デリエール・
ル・ミロワール
ワシリー・カンディンスキー 作

作者紹介
ロシア出身の抽象絵画の父と
呼ばれる巨匠。

　じゃあ、良し悪しは何で見ればいいのか？
それは、見たまんまの好き嫌いでいいのです。な
んとなく使っている色合いが好き、雰囲気が嫌い、
こんな感じでＯＫ。そういう意味で抽象絵画は「な
んとなく好き」が生まれやすく、そして深く芸術を
知るきっかけにもなりうるのです。
　いまはとても便利で、本屋や図書館に行かずと
もスマホやパソコンで十分な情報が得られますの
で、気になる作品や作者がいたら調べてみること
をお勧めします！

夢の箱勝山

竹本　友希
夢の箱勝山

福山　翔太
夢の箱勝山

佐々木　直希
夢の箱生野

梶本　日菜多

ココナラ巽

坪田　晏奈
ココナラ巽

伊達　伸太郎
ココナラ巽

生野　隆哉
リズムタウン仙台

田口　悠斗
基弘会広報戦略室

内山　ふく
【大阪】新卒採用活動チームを結成
　団塊の世代の方々が高齢者になられる２０２５年を目前に、介護業

界はますます需要の増加とともに、質の高い多様なサービスが求め

られる時代になっています。一方で介護人材は有効求人倍率が 3.5

倍以上という競争激しい状況が依然続いている業界です。そんな中、

今まで通りの採用活動では難しくなってくる可能性がある、という事

で今年は美容業界から新卒採用のノウハウを学びながら、次世代ス

タッフの育成を行うプロジェクトチームを発足させました。

　プロジェクトチームは過去の新卒入社スタッフで構成し、介護業界

と同じ高い有効求人倍数の理美容業界から株式会社ハッピーヘアラ

イフホールディングスのサロンマネージャー村田幸弘氏を師に迎えま

した。同社では毎年１０名以上の新卒採用を獲得、昨年はなんと１７

名採用という異業を成し遂げられたそのノウハウから学びを得、今年

の新卒採用大阪１０名の目標と、採用チームスタッフの育成を目的に

掲げ、１年間活動していきます。

【仙台】LINEとカフェを活用
　仙台では学生との接点作りに LINE の学生窓口アカウントや併設

の「cafe264」の活用を本格的に始動させています。

　学生ボランティア募集を入り口に LINE の学生窓口アカウントを経

由させ、独自のボランティアルートを確立。さらに、学生の集いやす

い環境としてカフェを活用できるよう、通うとポイントが貯まりカフェの

人気スイーツセットが食べられる仕組みも。より身近な存在として近

隣学生の知名度をあげるべく、活動していきます。

２２年４月
入社
スタッフ
紹介

基弘会でも２３年卒の学生さんに向けた採用活動が活発化しています。

大阪・仙台それぞれ取り組んでいる活動についてと、２２年４月入社のフ

レッシュな新入社員をご紹介します！

村田　幸弘氏
株式会社ハッピーヘアラ

イフホールディングス美

容部門人事マネジャー。

CIS アワード準グランプ

リなど多数受賞歴や映

画・TV 等でも活躍の場

を広げている。
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今まで通りの採用活動では難しくなってくる可能性がある、という事

で今年は美容業界から新卒採用のノウハウを学びながら、次世代ス

タッフの育成を行うプロジェクトチームを発足させました。

　プロジェクトチームは過去の新卒入社スタッフで構成し、介護業界

と同じ高い有効求人倍数の理美容業界から株式会社ハッピーヘアラ

イフホールディングスのサロンマネージャー村田幸弘氏を師に迎えま

した。同社では毎年１０名以上の新卒採用を獲得、昨年はなんと１７

名採用という異業を成し遂げられたそのノウハウから学びを得、今年

の新卒採用大阪１０名の目標と、採用チームスタッフの育成を目的に

掲げ、１年間活動していきます。

【仙台】LINEとカフェを活用
　仙台では学生との接点作りに LINE の学生窓口アカウントや併設

の「cafe264」の活用を本格的に始動させています。

　学生ボランティア募集を入り口に LINE の学生窓口アカウントを経

由させ、独自のボランティアルートを確立。さらに、学生の集いやす

い環境としてカフェを活用できるよう、通うとポイントが貯まりカフェの

人気スイーツセットが食べられる仕組みも。より身近な存在として近

隣学生の知名度をあげるべく、活動していきます。

２２年４月
入社
スタッフ
紹介

基弘会でも２３年卒の学生さんに向けた採用活動が活発化しています。

大阪・仙台それぞれ取り組んでいる活動についてと、２２年４月入社のフ

レッシュな新入社員をご紹介します！

村田　幸弘氏
株式会社ハッピーヘアラ

イフホールディングス美

容部門人事マネジャー。

CIS アワード準グランプ

リなど多数受賞歴や映

画・TV 等でも活躍の場

を広げている。



事業所紹介

　　　　　　　　 

　ココナラ巽は全方位型リハビリテーション施設。リハビリ

テーションを「行く」「来る」「泊まる」で受けていただける

施設です。

　その中でも「泊まる」リハビリは、介護保険の短期入所生

活介護サービスを利用して宿泊いただいています。一般的に

短期入所生活介護は「ショートステイ」という名称で呼ばれ

ますが、ココナラ巽では「グランステイ」と呼んでいます。

　これは、単純にお泊りサービスだけではなく、最上級の

サービスを備えた宿泊ということを表現するために、grand　

stay ＝グランステイと呼ぶことにしたのです。

　grand stayの名の通り、最高のおもてなしをする宿泊とは？

ココナラ巽のデザインコンセプトであるホテルのような宿泊と

は？徹底的に考え、介護用ベッドではなく寝心地重視のシモ

ンズ社のマットレスを採用、食事がルームサービスで提供さ

れる環境を整え、手ぶらで宿泊出来るようにアメニティを充

実させ、上質なタオルを用意したりと、お客様視点でサービ

スを組み立てていったのです。

　そしてリハビリ施設としてもスイッチ・手すりの形状や床材

にこだわり、上質なサービスと充実のリハビリを兼ね備えた

唯一無二の空間が完成したのです。

ココナラ巽のグランステイ

表紙の話⑪

3 階・４階の開放的なリビングルームは
ホテルライフをイメージした空間。

介護ベッドを無くすという発想がココナ
ラ巽の原点

グランステイ

コ コ ナ ラ 巽 の
ご 利 用 相 談 は コ チ ラ ま で

ココナラ巽
〒 544-0015　大阪市生野区巽南 3 丁目 4 番 25 号

TEL：06-6753-2333　FAX：06-6753-2334


