トーカイ通信

2016 年

こんにちはトーカイです

10月号

日頃は株式会社トーカイを

ご愛顧賜り誠に

ありがとうございます。
10月に入り秋の深まり

秋到来…そうだ、紅葉狩りに行こう！
「秋深き 隣は 何をする人ぞ（松尾 芭蕉）」

を感じます。秋といえばス

読書、食欲.…何をするに
皆さんも気候の良いこ

ポーツ、

も始めやすい季節。

の季節、情緒豊かな
日本の秋を満喫してみては
いかがでしょうか。

古くから俳句や和歌で多くの秋の歌が詠まれていますが、四季の豊かな日本において美しい季節の移り変わりを感じる紅葉狩りは
秋の醍醐味の一つと言えるのではないでしょうか。
今回は紅葉狩りのルーツと、この秋特に行って欲しいおすすめ紅葉スポットをご紹介します。
姫路営業所のおすすめ紅葉スポット！ こう

今も昔も日本人は紅葉狩りが大好き！
日本最古の歌集「万葉集」
の中に既に紅葉の美

好古園は、世界遺産・姫路城を借景にした

しさと儚さを愛でた歌が詠まれており、少なくと

本格的な日本庭園で姫路観光にも大変人気

も1200年前には紅葉狩りが行われていたことは

の場所です。

判明しているそうです。
古くは貴族のたしなみであった紅葉狩りですが、
江戸時代中期頃になる
と裕福な商人が生まれ、
町人文化が華やかになるとともに紅葉狩りも行楽
として爆発的な人気になりました。

こ

えん

姫路城西御屋敷跡庭園 好古園

イロハモミジ、
ヤマモミジが色づく秋は特
に美しく、
11月18日〜12月４日開催予定の
「紅葉会」期間中の金・土・日曜・祝日には、
日暮れから園内をライトアップし
ており昼間とは異なった雅な夜の紅葉を楽しめます。園内のレストラン

ちょうどその頃、
お伊勢参りといった庶民の間で旅行ブームが起きてお

「活水軒」
で食事とともに御屋敷の庭を眺めるのもおすすめです。

り、今で言うところの旅行雑誌のような名所案内本が発刊されていました。
名所本の中で紹介された紅葉の名所には、

姫路駅からも非常に近く駅から徒歩でも移動可能ですので、
この秋は
是非、姫路城と好古園の紅葉をお楽しみ下さい。

多くの人が集まり、
紅葉の木の下に幕を張り、
お弁当やお酒を持ち込んでお花見同様に皆で
楽しんでいたそうです。
■好古園■
《住所》兵庫県姫路市本町68
《営業時間》9時〜17時
（紅葉会期間中の金〜日・祝日は20時まで）

時代は変わっても四季の変化を皆で一緒に
楽しみたいという日本人の文化は根強いのかも
しれませんね。

紅葉狩りの
「狩り」
は、
野山に入って獣や野鳥や小動物を捕まえる意味でしたが、
果物などを採る意味

紅葉「狩り」って
言うのはなぜ？

にも使われるようになりました。
果物を採る意味では、
現在でも
「いちご狩り」
や
「ぶどう狩り」
などに使われています。
やがて
「狩り」
は
草花を眺めたりする意味にも使われるようになり、
紅葉
「狩り」
と言うようになったと言われています。

姫路 トーカイのご当地グルメ
編
トーカイ従業員おすすめ情報をピックアップ！

姫路営業所の
おすすめ

ム ッ シ ュ

Cafe de Muche『アーモンドバター』
〒671-1224 兵庫県姫路市網干区津市場791
（本社） TEL：079-273-5277
営業時間：7:00 〜 22:00 定休日：なし

姫路のご当地グルメといえば、
アーモンドバター！
！
ムッシュさんのアーモンドバターは、本来のアーモンドバターとは違い、使用する
素材のアーモンド、マーガリンは何度も組み合わせて一番相性の良いものに厳選し
た事で、ほんのり甘く、香ばしい、
コクのある優しい味です。小さなお子様からお年寄
りの方まで、幅広い年齢の方に愛されています。パンに塗って焼くだけで誰でも簡単
に美味しく作れますので、ぜひご賞味下さい。
他にきな粉味、抹茶味、黒胡麻味とあり4種類のお味が楽しめます。
「アーモンドバター レシピ」
で検索して頂くとレシピがたくさん
ありますので、あなただけのオリジナルの食べ方でぜひご賞味く
ださい(^^)ｖ
HP：http://www．
muche.jp/
様
読者プレゼント 20名
トーカイ通信に関す る意見・ご感想などをお寄せいただいた方の中から
見 ご感想な
抽選で20名様にプレゼント。
※詳しくは裏面をご覧ください。

左から 岡部、西本
およそ一万年昔の縄文時代から人が住んでいたといわれる姫路の地
は、姫路城を中心とし広い平野と穏やかな瀬戸内海、温暖な気候と豊か
な産業に恵まれて、独自の風土を形成しており太古の昔から受け継がれ
た壮大なロマンが宿っています。
ロマン溢れる熱い姫路市にぜひ遊びに来てください。
ぼうぜ

坊勢漁協とれとれ市場
姫路市といえば国宝姫路城を中心に山や海に面した自然豊かな地域
です。そんな姫路港でとれるアナゴや鱧、
しらすはまさに絶品！
！
「坊勢漁協とれとれ市場」
では、
とれとれ
（とれたて）の穴子丼や鱧の
てんぷら、
しらす丼を召し上がれます。
リニューアルオープンに伴い、車いすの方でもご来店頂けます。姫路
城に来られた際には、
ぜひお立ち寄り下さい！
！

介護保険
情報

介護サービス受給者が600万人を突破

厚生労働省は、8月31日に平成27年度「介護給付費等実態調査」の結果を公表しました。
調査結果によると、介護サービスか介護予防サービスを受けた人は前年度比16万8100人増の605万
1100人となり過去最多となりました。
（千人）

年間実受給者数

居宅サービス 受給者数ランキング

年次推移

6,250

１位
6,051.1

２位

6,000
5,883.0
5,750

３位

5,660.5

福祉用具貸与
212万9700人
（9万8800人増）
通所介護
191万8900人
（7万4400人増）
訪問介護
142万5000人 （4700人増）

居宅介護支援
5,500

5,430.6

介護予防居宅サービス 受給者数ランキング
前年比
16万8100人
（2.9％）増加

5,250

１位

介護予防通所介護
76万 300人
（2万9200人増）
２位 介護予防訪問介護
60万2300人
（1万3500人減）
３位 介護予防福祉用具貸与
54万3900人
（5万9700人増）

5,000

平成24年度

335万 900人
（8万3700人増）

平成25年度

平成26年度

平成27年度

※
「年間実受給者数」
は、各年度とも４月から翌年３月の１年間において一度でも介護予
防サービス又は介護サービスを受給したことのある者の数であり、同一人が２回以上
受給した場合は１人として計上されています。ただし、当該期間中に被保険者番号の変
更があった場合には、別受給者として計上されています。

参考データ
平成27年度 介護給付費等実態調査の概況
（平成27年５月審査分〜平成28年４月審査分）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/15/index.html

介護予防支援

149万7700人
（4万4400人増）

介護予防居宅サービスでは、地域支援事業への移行に
伴って、介護予防訪問介護の受給者数が減少したと考え
られます。

厚生労働省 社会保障審議会 (介護保険部会)を開催
厚生労働省は、社会保障審議会介護保険部会を開催し今後の介護保険のあり方について議論を進めています。
現在のところ、主だった決定事項はありませんが、今後最新情報が入りましたらお知らせいたします。

第60回〜第63回
までの議題内容
第60回 7月20日開催
第61回 8月19日開催
第62回 8月31日開催
第63回 9月 7 日開催

第61回会議前風景

軽度者への支援のあり方
福祉用具・住宅改修
利用者負担
費用負担（総報酬割・調整交付金等）
被保険者範囲
ニーズに応じたサービス内容の見直し
介護人材の確保（生産性向上・業務効率化等）
保険者の業務簡素化（要介護認定等）
認知症施策の推進

トーカイ通信に関するご意見・プレゼントの応募について

プレゼント応募締切：2016年10月31日(月）

トーカイ通信に関するお声をお寄せいただいた方の中から抽選で
「アーモンドバター」
を
合計20名様にプレゼントいたします。
右記方法にてお声をお寄せください。
ご感想もお待ち
しています！！
（ペンネーム可）
【送付先】
【プレゼントのご応募について】
トーカイ通 信 プレゼ ント
「内容」のところにご意見とご希望の プレゼント商品名 をご記入ください。当選者には、
ご登録いただきましたメールアドレスより、改めて送付先をお伺いさせていただきます。
■アクセス方法 (株)トーカイホームページトップ画面 ⇒ 介護用品レンタル⇒ お問い合わせ
（ご連絡は、
＠tokai-corp.com がドメインのアドレスより送信させていただきます。
）
■URL http://www.tokai-corp.com/silver/contact/index.php

受付は終了しました

【個人情報の使用目的について】
ご記入された個人情報等は以下の目的にのみ使用し、
以下の場合を除いて、
第三者に提供いたしません。
● 統計データを作成し、
今後のトーカイ通信の作成や商品やサービスの向上を図るため
● プレゼント当選者への商品の発送のための配送業者への住所・氏名・電話番号の開示のため

●発行・編集 / 株式会社トーカイ シルバー事業本部 企画課 〒500-8828 岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地
〔電話〕
058-377-2986 〔FAX〕
058-263-0151
2016.10
［vol.29］

