
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

          

開設からの利用者数の変化 

年月 登録利用者数 

2012 年 4 月 ２６名 

2012 年 9 月 ８２名 

2013 年 3 月 １１３名 

 

２０１３年４月時点での状況 

登録利用者数 117 名 

男女比 7：6  （男性＞女性） 

平均要介護度 2.6 

要支援者割合 5／117 名（約 4％） 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

「心にふれる 心をつなぐ 心が生きる」 

代表取締役 茂木有希子 

起業する前も必死にやってきたつもりでした。しかし、それは本当は必死ではな 

かったのかと思うほど、この１年間は「必死」でした。１３年間お世話になった介護 

老人保健施設を離れる時は、ずっと心の中に迷いがありました。会社を設立した時は、喜びよりも不安が大 

きかったようにも思います。それでも、このような私について来てくれると言ってくれた４人の仲間と開設 

に携わって下さった多くの方々の支えにより、２０１２年４月２日、常勤スタッフ５人とたった１人のご利 

用者でダイアリーの１ページ目が開かれました。1 年後、スタッフ 1８人と 120 人以上の利用者の方々に 

めぐり会うことができました。これは、本当に多くの皆様のご理解とご支援によるものです。心から感謝致 

します。ありがとうございます。 

全ては出会いです。障がいや病気を抱えながら住み慣れた場所で生活し続ける時に、「楽しさ」や「優し

さ」だけではなく、対象者の方々の気持ちを理解するための「心」と生活をコーディネートし再建するため

の「技術」を持った人たちに出会えたら、きっともう少し「生きてみよう」と思えるかもしれません。会社

名である「ハート＆アート」はこの「心と技」を意味しています。私たちが作る施設「ダイアリー」は、過

去、現在、未来と対象者の方々に流れる時間を、自分一人または家族の力だけでは上手くつなげなくなった

場合に、過去と現在、現在と未来をつなぐ橋のような存在です。その日一日を記録と記憶に刻み、明日を迎

えられるようにという意味から「ダイアリー＝日記帳」という施設名が生まれました。 

出会いには一方通行はありません。ダイアリーにいらしてくださる利用者の方々には、誰も真似のできな

い魅力がたくさんあります。私たちはサービスを提供する側でありながらも、実は利用者の方々から多くの

エネルギーをいただいているのです。リハビリテーションは、決して体が動くようになることだけではあり

ません。衰えていくことを避けられない場合も病気に打ち勝てない場合もあります。それでも、生きている

限り、必ず誰かの役に立っています。「自分のため、家族のため、大切な誰かのために役割を持つこと」、そ

こにページを開く意味があると信じています。 

 

 



 

 ご利用者より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「ダイアリーと私達」   飯嶋 武 様 

 先日観たテレビドラマ『母。わが子へ』の終わりに近い場面

です。「時として儚く惨い事もあるこの世ですが、どうか希望と

優しさを失わず、きょう一日、今此の時の幸せと人様とのご縁

を大切にして、我が身の幸せは必ず人様に返しなさい。」これは

年老いた母親が自分の死を前にして、人生に迷っている二人の

息子に送る電子メールの一節です。私はこのメッセージに感動

しました。正にこれは私にとってのダイアリーでの生活の事だ

ったのです。リハビリを施術する者、それを受ける者に置きか

えられる思想だと思いました。そして施術するのはダイアリー

であり、受けるのは今の私達だと思のです。これこそダイアリ

ーの全スタッフと私達みんなの一期一会だと思います。 

 

 

「ダイアリー寸感」      吉備 健 様 

 私は、ここに通所するリハビリ中の心身障がい者です。今、自分

の足で安定して歩けることを目標にして頑張っています。ここが自

宅近くに開所されたことでどんなにか喜んでいるか計り知れない。 

 「ダイアリー」には、まず理念があること、すべて「心」に関わ

る。障がいを持っている人は自分を閉ざし頑なである。利益よりも

自分の理想を追求する社長の姿勢に惚れる。弁当箱をポンと出され

るより、家庭に近い小皿がよい。希望のウォーターベッドもよい。

リハビリマッサージも念入りに一人ひとりにあわせてくれる。 

「心にふれる」「心をつなぐ」「心が生きる」を自分自身のモットウ

として、傘寿を乗り越え、世のため、人のために生き抜いていく決

心を決めたのである。 

 

 

 

 

「温情」          Ｍ.Ｓ様 

 ダイアリーは家庭延長の場でケアを受けているように私は感じ

ています。何故なら幾回か通っていると緊張が柔ぎ不安も解消する

のです。スタッフの方々の優しい笑顔があり、明るく豊かな気分に

なれるのです。利用者の方々もそう感じているでしょう。私も今で

は痛みも軽くなり歩行もぎこちないながら距離も延びてきていま

す。個別ケアでは種々なお話を聞き、落ちこんだり不幸にあった折、

勇気づけられ先が見えて助かりました。本当にありがとうございま

した。利用者の方も種々な障がいの方がいると思います。車椅子で

来られる方が短期間で抱かれたり支えられ二歩三歩歩き始め、その

うち洗面所、トイレを使用するのを見て嬉しくなるのです。これが

温情あふれるダイアリーなのだと感じています。 

 きれいな花がいつも咲いていますように、これからもよろしく。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

「健康を願って」村中 房江 様 

デイサービスとは何をする所か何一つ分

からぬまま、私は８月の暑い日にダイアリー

さんを見せて頂きました。ホテルの様な明る

い建物に迎えられ、社長さんが新聞を見なが

ら世間の話を分かりやすく説明して下さり、

活力ある体操等し、理学療法士さんにしっか

りリハビリをして頂き、痛い腰も軽くなり別

世界に飛び込むようです。私はマシンを全種

類こなし本も少し読み貧欲にがんばってお

ります。私は週２日の通所ですがラブラドー

ル犬と散歩に行き、もう少し多く遊びたいと

思います。職員さんが明るく楽しく介護して

下さるので、自宅での痛みや苦しいことをす

っかり忘れダイアリーさんに感謝感謝の毎

日です。もう少しスムーズに歩ける事を願っ

ております。ダイアリーさんは今のままで申

し分ありません。本当に良い施設に入れて頂

き有難うございました。また明日に向かって

前進のみです。 

「障がい者になって」 小林 節子 様 

 ダイアリーでお世話になって、あっという間

の１年間でした。始めは不安でこちらに来まし

たが、今は本当にここにお世話になったことを

心より感謝しております。何もできなかった左

手が、今では嘘のように変わりました。全然動

かなかった手が、リハビリを重ねて昼食時に使

用するお絞りを３０名に配っています。 

 リハビリではお手玉を投げて頂き左手で受

け取り相手に投げ返しています。だんだん上手

にできるようになりすごく嬉しいです。頑張っ

てがんばって今以上になって卒業したいと思

う毎日です。 

 利用したい人が見学に見えています。人数が

一杯で利用できないようで、希望者が一人でも

利用して良くなって頂きたいと思います。それ

には私たち今いる人が真剣にリハビリをやり、

自分と同じ人にここに通所してもらえるよう

に一人ひとりが努力できたらすばらしいと思

います。 

「今 想うこと」            野村 朱美 様 

 最初は夢だと思っていた。目覚めると病室の天井が目に映る。毎朝「また夢の中に起きちゃった」

と思い込む事で自分を保っていた。 

 2011年 8 月、通勤途中に私の左半身は突然動かなくなった。脳出血を発症した訳だが、頭痛は

全く無く意識は明確、いま私に何がおきているの？わからないまま救急車。それから 1 度も帰宅す

ることなく続けて 3つの病院、１年２ヶ月に及ぶ入院生活が始まった。 

 Re（リ：再び）＋habilis（ハビリ：適した）すなわち「再び適した状態への回復」に向け本格的

訓練が回復期を過ごした病院でスタート。座る、立つ、歩く等無意識にやっていた事を意識的に１

から教わる。現在もそうだが感覚障害が重い為、足が床に着いているのかも判りづらく、実際目で

確認し、その感触・感覚を改めて脳に叩き込んでいく。 

 夢ではなくそれは悲しい現実だった。いよいよ認め覚悟し訓練しないと何もできないまま。頑張

るも頑張らないも全部自分に返ってくると悟った。担当療法士２人がOT、PT という枠に囚われず、

心身ともに支えてくれた。５ヶ月もの間、常に聞いてくれ、叱咤激励し続けてくれた。肝心な点で

はどんなに私が嫌がり抵抗しても揺らがず譲らずにいてくれた。心と身体は直結しており、心から

信頼し安心のうえ訓練するという事が如何に大切かと私は思う。今も、いや恐らくこの先も彼らを

思うと目頭が熱くなり、いつか彼らに誉められる自分を目標に頑張れている。この出逢いは宝だ。

正に一生涯の恩人２人。 

 発症後たくさんの人と関わり、いろいろな事を知り感じた。全て必然的で大切な出逢い。 

 ダイアリーもそのひとつ。通うのが大好きだ。やる気がモリモリ湧いてくる。その都度立てた目

標をきちんとイメージして向かう事が大切、それを実行できるそんな空間だ。 

 私の人生において、病気になったことはきっと意味があると思えるようになり、これからの新た

な人生、私に何が出来るのだろうとワクワクしている。 



ご家族より 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「開設一周年におもうこと」 

 

永島 啓子 様 

 開設一周年おめでとうございます❤ 

昨年七月から行き始めましたが、ダイアリーデビュ

ーはとても劇的でした。 

 Ｈ15 年の脳出血で右半身麻痺と失語症の後遺

症が残り、うまくコミュニケーションが取れない引

け目からかデイサービスの利用は頑としてノー!!で

した。ところが初めての見学でセラピー犬さくらと

かすみに出会い、その場で週３回行くことに。回を

重ねる度に笑顔で帰って来ます。驚きでした。連絡

帳で楽しんでいる様子と自筆で書くダイアリーに

乗り気でなかったマシンに挑戦し、続いている事が

綴られ、嬉しかったです。多分、眉間のシワが笑い

ジワに変わったのは、ここが障がい者として接する

のではなく尊厳と人権ある“いち社会人”と認めて

いることかなと…。結果、今、夫婦仲は花まるです。 

 

Ｎ.Ｏ 様 

ダイアリー開設一周年おめでとうございます。私

の母が、お世話になり始めて早８ヶ月となります。

体調を崩し、歩行困難となってしまった母。以前は

仕事もし、自転車でよく外出していた人だったの

で、現実を受け入れるのがとても辛かったと思いま

す。そんな母を優しく元気よく迎えて下さったダイ

アリーの職員の方々～仲良くして下さったお仲間

に支えられ楽しく通えるようになりました。月日が

経つにつれ、やっと立ち上がっていた母が杖だけで

も歩けるようになりました。気持も明るくなり、以

前の状態と同じくらいにしっかり会話もできる様

になりました。外出も積極的になり、ご近所の方や

親戚とのお付き合いもできるようになりました。 

皆様に支えられ、母だけでなく私たち家族も穏やか

な日々が送れるようになりました。ありがとうござ

います。そして、母の側で支え続けてくれている父

にも心から感謝しています。 

 

 

篠原 ヱミ 様 

 開設一周年おめでとうございます。一昨年脳出

血を発症し半身に麻痺が残り５ヶ月間の入院で筋

肉が落ち一人では歩行困難になってしまいまし

た。縁あってダイアリーさんに通所体験をし、以

来一年近くお世話になっています。今では施設か

ら帰宅すると一日の出来事をこと細かく話し聞か

せます。その日の体調を気遣いながらのマッサー

ジ、軽い運動、散歩などなど。ご指導頂き本人の

やる気を上手に引き出してくれます。最近では体

力、気力が増し、通所前と比べると数段の進歩で

す。一歩先を見て夢が実現するよう、社長様、ス

タッフの皆様から優しい激励を受け、長い道のり

ですが、辛抱強く自分の体と向き合い一歩一歩ゆ

っくりでも良いから進んで行ってほしいです。家

族として一日を安心してお任せ出来て感謝してお

ります。これからもよろしくご指導をお願い申し

上げます。 

 

 

「ダイアリーさんありがとう」 

橋本 充子 様 

私どもの主人は二年前の地震の三日後に脳塞で

倒れました。その後、二ヶ所の病院にお世話にな

りましたがリハビリのおかげで、手をつないで歩

けるようになりました。 

 ダイアリーさんの前にお願いしていた施設は倒

れる事を恐れて、座る時間が長くて、私としては

もう少し運動をお願いしたいと考えておりまし

た。さいたま記念病院に入院中、ダイアリーの先

生方が主人の様子を見に来てくださいました。感

じの良い先生方で、私は是非お願いしたいと考え

ました。通所させていただき本当に感謝していま

す。この間１年ぶりに来てくださったヘルパーさ

んが、お風呂に入れてくださって「橋本さんの足

の動きが大変良くなっているのに驚いた。」と言っ

てくださり、涙の出るほどうれしく思いました。 

これはダイアリーさんのおかげだと、つくづく感

じております。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ダイアリーと走る」   

理学療法士・介護支援専門員       

須藤 京子 

一年間走っていた。とにかく走っていた。きっとアメ

リカには到達したと思う。 

ご利用者、ご家族、ケアマネージャーの理解のもと一

年が迎えられ感謝。不安で開設した春、欲の出てきた夏、

息切れのした秋、寒いのに充実した冬。そして早々に桜

が咲き、一年が過ぎた。私の大好きな地域の仕事。二年

目は恩返しの年にしたい。もっと皆さんと幸せになりた

いから、新たな目標に向けまた走っていく。今度はブラ

ジルまで走ったら何とかなるのか。仲間も増えた。駅伝

にしよう。 

 

「あっという間の一年」  

介護福祉士・愛犬飼育管理士 

     板橋 和泉 

一年前を振返ると、ダイアリー開設数ヶ月前より 

期待に胸が膨らむ反面、自分はダイアリーで何がで

きるのか？と不安な日々。慣れない営業、内覧会。

送迎車となるセレナを動かし涙が出るほど緊張し

たことを思い出します。 

 静かだった建物も、今はたくさんの方にいらして

頂き、何もできなかった私も、皆様の優しさ、笑顔

に励まされ、また、社長に支えて頂き、同僚に助け

られ 1 年が経ちました。まだまだ皆様の期待に応

えられるような仕事ができずにご迷惑をおかけし

ていることを日々反省しながらも、リハビリスタッ

フと介護スタッフが連携し、リハビリに基づいた介

護や作業の提供ができる職員となれるよう、そし

て、今日よりも明日、明日よりもあさって、と、皆

様の心に触れることができるような介護士になれ

るよう、ダイアリーと共に成長していきたいと考え

ています。これからもご指導をお願いいたします。 

 

「たくさんの方々に 

支えて頂いた一年」  

作業療法士・介護支援専門員 

               末永 紀代美 

立ち上げの時から携わらせて頂き、マーケティング、

営業、内覧会など懐かしく昨日のことのように思い出さ

れます。待ちにまった初日は不安と期待で胸一杯だった

のを覚えています。振返る余裕もなく走り続けた一年。

何でもチャレンジさせ見守ってくれる社長。さりげなく

フォローしてくれる上司、仲間。職員を気遣い元気を下

さるご利用者、ご家族。大切なかたがたに支えて頂いた

一年。感謝の気持で一杯です。ありがとうございます。

ダイアリーに来て良かったと思って頂けるよう力を合わ

せて努力していきたいと思っております。これからもよ

ろしくお願いいたします。 

 

「ST という仕事」 

       言語聴覚士 池本 健 

昨年 10 月から入職しました池本です。

職種は言語聴覚士です。言語聴覚士とは「ST」と呼ばれ

ています。ST というのはスピーチセラピストの略です。

コミュニケーション手段の獲得や、食物がうまく食べら

れない、飲み込めないという方に食事の姿勢や食事形態、

食べ方などのアドバイスなどを行っています。 

 ダイアリーでは話す練習、言葉を聴く練習や字の読み

書きの練習、パソコンや携帯電話、時には i-padなどの

練習をされている方もいます。また食事の形や姿勢の相

談をされる方もいます。 

 聞きなれない職種ではありますが、ダイアリーの皆様

のお役に立てるような ST になりたいと思いますので宜

しくお願い致します。 

 

「新入社員です。」 

作業療法士 久保田 敏行 

平成２５年４月１日から勤務させ

ていただくことになりました。作業療法士の久保田

敏行と申します。これまでの半年間、仕事の休みに

月２～３回ほどダイアリーへ勉強に伺っていまし

た。ご利用者の皆様と関わらせていただいている

と、いつもホール全体に漂う一体感のような独特の

空気がとても気持ちよかったですし、まさに一日が

あっという間でした。それは勤務させていただくよ

うになった今も、まったく変わりありません。  

私自身は、いつも皆様に関わらせていただきなが

ら勉強をさせていただくことばかりですが、皆様の

リハビリに少しでもお役に立てるように頑張って

まいります。 

新入社員の私が、一周年の“想い”を申し上げる

のは、分不相応なことで大変恐縮です。そこで、こ

の挨拶をもって代えさせて頂きます。今後とも宜し

くお願いいたします。 

 

職員より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常勤職員 

（理学療法士）        齊藤友香 
（看護師） 塙道子、玉浦優子、千野富美 

野中希、佐々木かおり 

（介護補助）   平澤佳代子、梅澤尚子 

橋野佐代子 

（介護補助ボランティア）   勝谷昌子 

 

「笑顔で過ごしたい」 

介護士・家庭犬トレーニング技能師 

木南 美貴 

私は初めて介護をする仕事に就きましたが、皆さんお一人お

ひとりが、さまざまな工夫をして不自由な部分を補って生活を

していらっしゃることに驚きました。こんな風にすれば一人で

できる。こんなこともできるという発見。 

そして学ぶことがたくさんあります。その中で、リハビリは

もちろんですが、身体だけでなく、心も笑って過ごせるような

援助ができればと思っています。笑顔になることで、さまざま

な意欲にもつながると思います。身体も心も少しでも良くなる

ように、また、今の状態を維持できるように、そして何より笑

顔で過ごせるように携わらせていただきたいと思っています。 

 

「日々成長していきたい」 

介護福祉士 安達 里穂 

私は５月にダイアリーに入職

いたしました。リハビリ施設という職場は初め

てで、当初は不安もありましたが、まずは新し

い職場で自分自身の技術を磨くことを考えて

いました。ダイアリーは入職当時、開所して一

ヶ月迎えている時でした。ご利用者の人数も少

なく静かな場所だな、という印象がありまし

た。しかし、時が経つにつれ、ご利用者の人数

も増え、明るさ、活気がダイアリーに生まれま

した。ダイアリーに通って下さるご利用者は、

目標に向かいまっすぐに、リハビリに励まれて

います。ご家族のため、社会のため、また、ご

自身のため。そのご利用者の方々のためにも

「私自身にできる介護」また「私にしかできな

い介護」を日々学び、ダイアリーの職員として

頑張っていきたいと思います。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

「ダイアリーで感じたこと」  

介護福祉士 深井 千賀子 

私はダイアリーに入職しまだ半年程度ですが、 

ダイアリーで仕事をするようになり感じたことをいくつか書

きたいと思います。 

まず一つ目は、リハビリとデイサービスの融合です。高齢者

ケアに携わっていた私は、本格的なリハビリに触れる機会が少

なく、今後のためにとても勉強になります。 

 二つ目は、ご利用者の目的意識の高さです。ご利用者一人ひ

とりが目標に向かって励まれる姿に触れ、微力ながらお手伝い

ができたらと思っています。皆様が求めている事に、素早く対

応できる介護士になれるよう頑張りますので、よろしくお願い

いたします。 

 

 

      「地域で支え続ける本物の施設を目指して」 

代表取締役 茂木 有希子 

 2000年の介護保険制度発足から 13年が経過し、「医療から介護へのシームレスな連携」、「キュア（治療）か

らケア（介護・福祉）へ」、「地域リハビリテーション」などさまざまなキーワードが生まれました。そして、2025

年までには一中学校区を目安に保健（予防）・医療・介護・福祉の連携システムである「地域包括ケアシステム」

を整備すると言われています。 

 障がいや病気になっても、高齢者になっても地域で生活し続けるためのシステムは徐々に整備されてきていま

す。しかし、本当に対象者の方々が求めているもの（ニーズ）は何か、を考えていくと一人一人が抱えている課

題、悩み、問題に丁寧に向き合い、専門性のあるリハビリテーションやアドバイスを行い、他のサービスと連携

を取りながら、支え続けることのように感じています。 

 地域では「病気を診る」ことから「人を看る」、さらにそこから「生きざまを知り」、未来を描かなければいけ

ません。いい出会いは人生を変えていきます。 

 ダイアリーは「行く場所」であり、社会との接点になると同時に、困った時に気軽に立ち寄れる開かれた施設

と考えています。しかし、もうひとつ私たちが行わなければいけないことは、住んでいる場所に「来てくれる人

がいる」ということです。行きたくても行けない時、自宅でないと行えないこと、そういったニーズを満たすた

めには、訪問でのリハビリテーションが欠かせません。ダイアリーのより一層の質の向上は勿論ですが、訪問事

業の整備が急がれます。 

 これからも志を同じにしたスタッフたちとともに、ダイアリーを利用してくださる方々を支え続けていくこと

は変わらない使命だと思っています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株）ハート&アート 

リハビリ＆デイサービス ダイアリー 

〒337-0042  住所：埼玉県さいたま市見沼区南中野 422-7 

ＴＥＬ：048-682-2150 ＦＡＸ：048-682-2154 

ｍａｉｌ：diary＠heart-art.co.jp ＵＲＬ：http://heart-art.co.jp 

 

                        この 1 周年記念誌はすべて職員による手作りです。何を行うにも手探りのこと

が多いため、時間もかかります。でも、今回原稿執筆を快くお受け下さった 6 名

のご利用者と 4 名のご家族からの温かいメッセージを目にした時、職員それぞれ

の目頭が熱くなりました。 

冊子としては不十分な内容かもしれませんが、今のダイアリーとして精一杯心

をこめて作成しました。これからもダイアリーへの変わらぬご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

（all  the  staff） 

 

★早く一人で歩いて夫と散歩がしたい 

★夫のために料理を作ってあげたい 

★姉に絵手紙を書き続けたい 

★妻のために免許を再取得して車で 2人旅をしたい 

★亡くなった親のために墓参りをしたい 

★妻に労いの言葉をかけたい 

★妻に「この人と一緒になって良かった」と思えるようなことが 

一つでも多くあるようにしたい 

★友人みんなが元気でいられるようにカラオケや飲み会を多くしたい 

★子供のためにできるだけ迷惑をかけないようにしたい 

★妻のために家事の手伝いをしたい 

★子供のために人生記だけは残したい 

★妻と自転車に乗り、旅行がしたい 

★良くなって、また子供たちにサッカーを教えたい 

★妻を幸せにしたい 

★妻のためにトイレが一人でできるようになりたい 

   

 

・・・・・大切な誰かのためにやりたいことは尽きない 


