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施設便り第施設便り第11号（夏号）創刊！号（夏号）創刊！
今年度より、入所者の方々の日頃の生活のご様子や、ご家族の皆様へのお
知らせ等を施設便りとしてご報告させていただく事と致しました。

今回は、4月以降の皆様のご様子・お知らせなどを掲載いたします！

4月～お花見～
たまには外の風に吹かれて・・・。桜の花を眺めなが
ら・・・と、思いきや、風が強く、食事は園内で。桜の花
を飾ってお花見弁当をおいしく頂きました！バーベ
キューや、ちょっぴりお酒も楽しみました！

清風公園の桜に
皆さんウットリ。
昔も今も変わらず
桜の花は心が和
みますねみますね。

外の風で肌寒い為、食事は
室内になりましたが、皆さんの
近くに桜を飾ると こんなに

１

近くに桜を飾ると、こんなに
素敵な笑顔があちらこちらで
たくさん見られました。



5月・6月
～お買い物・外食～

数人ずつですがイオンモール・「すし大臣」へお
出かけです。いつもながら、人の多さにはアッパ
レ！次々回 てくるお寿司にも箸が止まりませ
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お買い物 外食 レ！次々回ってくるお寿司にも箸が止まりませ
ん!? 

あっちに
は何があ
るのかし
ら？

お花が大好きな星子様。
気に入ったお花はありま
したか？

ら？

卵もなか
なかです
よ・・。

おなかいっ
ぱい・・・。

7月～野球観戦～
人気の高い野球観戦！この日のホークスは？残
念ながら負けてしまいましたが、チケットと引き替え
に すてきなプレゼントをいただきました!

職員に気を使って「あんたもどうね？」と、お寿司ではなく、デザート
を勧めてくださった松田さん。お気持ちだけ、「いただきます！」

もう入りま
せん・・・。

に、すてきなプレゼントをいただきました!

皆で記念にパチリ！良い顔
してますね。でも・・・ん？
1人足りない！！

恒例の「風船飛ばし」まで、
あと少し！

飛んでけ～！応援空しく・・
この日のホークスは惨敗・・。

２

1人足りない！！



8 月～夏祭り～ お花見に続く、洸寿園の
大きなイベントです！夜
は花火もきれいでした！
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は花火もきれいでした！

娘さんと一緒に・・。
ハイ！チ～ズ！
風船とりました！

焼そばのお味
は、いかがで
したか？したか？
娘さんとの1枚。

皆さん一緒に、
記念の１枚！

お孫さんとの記念の
１枚。一番楽しそうに
している職員発見！

風船つり
でとった
よ！

氷
は
い

か
が
？

ん？上の方に
何かあったので
しょうか・・・？

アヤシイ アヤシイ
人面犬です。
いつもより余計に
頑張ってるワン？

カキ氷を美味しそうに召しあがる
古江様！他のゲームは、いかが
でしたか？

頑張ってるワン？

息子さんと一緒にくじ引きに
チャレンジ！はてさて！？
気になる中身は？？

３

気になる中身は？？

大盛況だったので、夏祭りは2ページ載せますよ！
夜の部（花火）をご覧下さい！→→次のページへ！



第1号 平成20年8月8日

玄関前のスペースでは、仕掛け花火に次々と点火！「ワ～～！」という歓声があちこちから
聞こえました。手持ちの花火も楽しみ、日本の夏を満喫されたようでした。

早くから外で待って
くださいました。暗く
なるまであと少し・・。

ご家族も一緒に・・。懐かしいですね。

外に出ない方は、
中から見物。
中からでも十分
美しさが伝わって

浴衣姿の職員も、たまに見ると、
見違える？ようです

美しさが伝わって
来ましたね。

＊注）画像が暗くて
スミマセン。屋内
から見た花火で
す。

見違える？ようです。

皆さんの視線は
花火に釘づけ！
暗くなると、花火
の美しさがいっそ

飛んで火に
入る夏の
○○？

う際立ちますね！

４

○○？

お願いですから、
僕を燃やさない
で下さいよ・・。
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1. ご家族、並びのご面会の方による飲食物のお持ち込みは、その場で食べきれる
量のみでお願いいたします。

2. お持ちになった飲食物、また、残された物は、施設でお預かりできません。恐れ
入りますが、お持ち帰り下さい。

3. 居室に食べ物を置いて帰られた際は、食中毒予防の観点から、処分させていた
だくこともございますので、予めご了承下さい。

4 食べる前後は、手洗い、消毒をお願いいたします。ご面会者用に、事務所受付、4. 食べる前後は、手洗い、消毒をお願いいたします。ご面会者用に、事務所受付、
来客用トイレに消毒液を準備しております。ご協力お願いいたします。

1. 暑いからと言って、冷たい物ばかり摂取すると、胃腸が弱り、自律神経の機能
が低下するそうです。その結果、体温や体内水分の調節機能がままならなくな
り、脱水や熱中症を引き起こしやすくなります。冷たすぎる物ばかり摂取する事
は避けましょう。

2. 水分はこまめに摂りましょう。一度に沢山飲んでも、体には全て吸収されません。
こまめに、少しずつ、1日約1．5㍑～2㍑摂取しましょう。まめに、少しず 、 日約 5㍑ ㍑摂取しましょう。

3. 汗には、体に必要な塩分も含まれています。水やお茶だけ摂っていれば脱水を
起こさないという訳でもありません。肝心なのは、「体に必要な栄養分をきちんと
補う」事です。スポーツ飲料等、味のある飲み物を併用すると比較的必要な水
分量を摂取する事ができます。

4. 暑さをムリに我慢しないようにしましょう。温度・湿度・衣類の調整をこまめに行
う事が必要です。う事が必要です。

5. 暑さや、汗が止まらない等によって、具合が悪くなったり、吐き気がしたり、意識
がもうろうとする等の症状は危険信号です。速やかに日陰や涼しい場所に移動
して安静にしましょう。足を高くして、衣類はゆるめ、脇や首、太ももの付け根な
どを冷やして、水分をゆっくり摂取して下さい。

５
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4月以降、新しい職員が入社いたしました。まだまだ慣れない事、分からない事
もあり、皆様にはご迷惑をお掛けする事もあるかもしれません。

１日も早く洸寿園の職員として、皆様と一緒に毎日楽しく過ごす事ができる様に、

頑張りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

川口 清嗣（常勤）龍 幸彦（常勤）

４月に入社して早5ヶ月目に
なりました。まだまだ分から
ない事ばかりですが、一生
懸命頑張ります。
宜しくお願いします。

大きな体の僕ですが、現在
ダイエット中です。仕事も、
ダイエットも一生懸命頑張り
ますので、宜しくお願いし
ます

塩井川 大介（常勤） 中田 美佐（非常勤）

利用者の方の希望や望み
に応えられるように、一生
懸命頑張ります。宜しくお

ます。

全てが未経験の私です
が、頑張ります！
宜しくお願いします。

荻本 哲也（常勤） 小田 美枝（非常勤）

老体にムチ打って（笑）頑
張りたいと思います！宜し

懸命頑張ります。宜 くお
願いします。

願

よくハーフと間違われます
が、僕は生粋の日本人で

末次 智子（常勤） 後藤 由里子（非常勤）

「あなたが来ると元気にな

張りたいと思います！宜し
くお願いします。

明るくてやさしい介護がで
きる様に頑張っていきたい

が、僕は生粋の日本人で
す！三十路前の新人です
が、頑張りますので、宜しく
お願いします。

原田 尚子（非常勤） 藤 淑江（常勤）

る」と皆さんに思って頂ける
様、初心を忘れず、笑顔と
挨拶を心がけ、コミュニケー
ションを図っていきたいです。

7月に入りました 子持７月にヘルパ 2級の資格を

きる様に頑張っていきたい
と思っております。宜しくお
願いします。

６

7月に入りました。子持
ち・バツイチの大きなお
ばさんですが、頑張りま
すので、宜しくお願いしま
す。

７月にヘルパー2級の資格を
とったばかりです。分からな
い事ばかりですが、頑張りま
すので、色々と教えてくださ
い。
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◎病院に入院したら、退所になるのですか？

「入院＝退所」ではありません。入院後、３ヶ月以内に退院の見込みがないという
場合には、一旦契約を解除させていただくこともあります。しかし、その後病院から
退院が可能になった際に、洸寿園への再入所をご希望される場合は、最優先で
ベッドの調整をさせていただきます（再度入所申し込みをされる必要はありません）

◎入所したら ずっといていいのですか？◎入所したら、ずっといていいのですか？

介護保険の制度上では、特別養護老人ホームといえども、自宅に復帰できる可能
性があれば、在宅復帰を目指すこととなっています。様々な理由により、在宅復帰
が困難な方が多いと思いますが、外泊・外出などによってご家族や地域・社会との
つながりを継続できるように施設も協力することとされております。

◎カンファレンスって 何ですか?◎カンファレンスって、何ですか?
約半年に1回、ご入所されている皆様の今後のケア方針について話し合う場です。
ケアマネジャー（萩尾）が、ご家族の方にご連絡を差し上げますので、お忙しいとは
思いますが、お時間の調整が可能であれば、是非ご参加ください。ご参加が困難
な場合は、事前にご希望などを伺い、後日会議の議事録をお渡しいたします。

◎リハビリはどんな風に行っているんですか？◎リハビリはどんな風に行っているんですか？

リハビリ専属の職員はおりません。特別な時間を設けて行うのではなく、日常的に
歩行や立位保持・車椅子操作・体操などを行っています。これらの場合は、ケアプラン
にも記載させていただきます。看護師が機能訓練指導員を兼任しておりますが、主に
プログラムを作成したり、運動時の注意点などを介護職員へ伝達しております。

入所されている方々が

例えば・・
・お年寄りと一緒にお話をする

ボランティアは、「特別なこと」をするわけではありません。

入所されている方々が、
施設の中だけではなく、
地域や社会とふれあう機
会を作りたいと考えてお
ります。

・洗濯物をたたんだり、おしぼりを作ったりする
・食事の際の下膳のお手伝い
・一緒にレクリェーションに参加して遊ぶ
・行事の際のお手伝い
・車椅子や窓の清掃のお手伝い
・お年寄りの日常生活内の簡単なお手伝い（車椅子を押す等）

７

椅
などなど・・・・

→→ボランティアに関するご質問・お問い合わせは、相談員（下尾・末次）まで！
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詳しい内容はまだ未定ですが、ご入所されている皆様の長寿をお祝いし、
演芸などで楽しいひと時をお過ごしいただきたいと考えております。決まり次第、
改めて御連絡差し上げます。

施設の車で少し遠いところに秋を楽しみにお出かけする予定です。まず、ご利用
者の方に希望を伺い、その後、ご家族の方へ御連絡差し上げます。
詳細はまだ未定です。

このたびの施設便りの発行に伴い、入所者の皆様の日頃の様子を振り返り、
「もっと地域やご家族の皆様、社会との繋がりを大事にする必要がある」と、感じました。
様々な理由で入所されている方々は、施設から外に出る・空気に触れる・社会や地域
と繋がる・・という機会から、遠く離れてしまっている状態にあります。逆に、社会や地域
の方々には、まだまだ「施設」がどのような場所なのか、どんなことをして過ごしているの
か、なかなか見えないという現実もあるのではないでしょうか？か、なかなか見えないという現実もあるのではないでしょうか
入所後も、可能な限り大事な人や物、今までの生活習慣やこだわり、趣味などとの
繋がりが切れることなく、ご本人らしく過ごしていただく為には、ご家族の皆様の存在、
ご協力が大きな支えになると感じております。
ご入所されている皆様が満足できる生活を送ることができるだけではなく、地域に開か
れ、皆様が気軽に来園しやすい施設を目指して今後とも頑張っていきたいと思います。
次回の秋号をどうぞお楽しみに！（筆者：末次）

にも、行事の様子や、洸寿園の情報を掲載しております。

http:www.seifu-kai.jp または、「洸寿園」で検索して下さい。簡単に検索できます。
次回の発行は 11月～12月頃を予定しております

相談窓口→生活相談員：末次朋子（すえつぐともこ）・下尾大介（しもおだいすけ）
受付時間 ： 9時30分～18時30分（日曜・祝日除く）

次回の発行は、11月～12月頃を予定しております。

８

今回の季刊誌は、仮の名称をつけています。できれば、皆様に季刊誌の名称を
つけていただきたいと思います！良い名称を思いついた方は、ドシドシ洸寿園まで
お寄せください!！


