
第18号                                               平成25年1月9日  

１ 

社会福祉法人 清風会 

特別養護老人ホーム 洸寿園 

〒812－0863 

 福岡市博多区金の隈3丁目24番55号 

TEL ０９２－５０３－１０８５ 

FAX ０９２－５０３－１０８６  
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♫いちがつぅ～は  

 しょうがつぅ～で  

  酒が飲めるどぉ～♬ 

元日の書初めですが・・・？ 
ただ今、集中まっただ中！ 
そっと、そぉ～っと・・・♪ 

【おせち料理】 
お赤飯／黒豆／松前づけ／ 

唐揚げ／天ぷら（蟹・しそ）／ 

銀鱈の付け焼き／お雑煮／
炊合せ／つくねﾛｰﾙ・・等々 

どうかなぁ？ 

良くかけていると思うん
だけどね～ 
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12月18日、21日、ケーキを囲んで、クリスマス会 

を行いました。皆さんにどうやらプレゼントが配られ 

たようですね。 

娘さんが遊びに来てくれました。ご本人は
照れているのでしょうか？？ 
カメラから目をそらしてしましましたが、こ
の後も娘さんとの時間を楽しまれたようで
す。またいつでも遊びに来てください。 

2階では、「電気消し
てみて！」という、ご
利用者の方のご希望
に応えて、照明を消し
てみました。 
なかなかきれいに
光ってくれていますね。 
クリスマスソングも、
一層雰囲気を増しま
した♪ 

「ちょっと～。それ、かわいいじゃない。
貸してよ～」と、職員がつけているカ
チューシャを頭に付けられました。 
「こんな時は楽しむものよ♫」とのこと。 
十分楽しんでいただけたでしょうか？ 

皆さんにプレゼントをお配りした後は、
それぞれのテーブルでレクリェーショ
ンが始まりました。 
こちらのテーブルでは、「日本地図パ
ズル」が始まったようです。 
じっくり考えて、完成させて下さい！ 

サンタクロースとトナカイから、皆さんにクリスマスプレゼントが配られ
ました。あらら・・・。洸寿園のトナカイは、どうやら訓練の成果か、2本
足で上手に歩けるようですねぇ 

クリスマスケーキです。 
今年は、やっぱり定番！
「ショートケーキ」です。 
お味はいかがでしたか？ 
聞くまでもないですね♪ 
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ﾄﾞｰﾅﾂにアイスクリーム・・。あっという間にぺロっ
と食べ終わっちゃいました。また行きましょう！ 

お正月に備
えて、パーマ
をかけました。 
とっても良く
お似合いで
すよ♫ 
 

施設の裏にある畑で芋ほりをしました。 
ご覧下さい。今年もこんなに大きなお芋が
採れましたよ！ 
隣のケアハウスの職員の方が、早速お味
見用に揚げてくださいました。 
お味はいかがですか！？ 

水城跡に行ってきました。 
バックのコスモスをご覧ください。
満開です。 
空気も良かったですねー✿ 

イオンモール・ルクルにお出かけです。出発前からとても楽しみにされていま
したね。肌着を選ぶ方、楽器屋に足を運んでピアノを弾いてみる方、それぞれ
の楽しみ方があるようでした。何より、気分転換になったようです。 



東京の新施設でケアマネジャー 
として勤務指せていただく工藤 
と申します。 
研修期間中は、ひとりでも多く 
のご利用者様とお会い出来る 
ことを楽しみにしております。 
宜しくお願いいたします。 
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ノロウィルスに注意！ 

流行しています！ 
 予防には、手洗いあるのみ！ 
石けんを使い、流水でしっかり洗い流し
てください。 
嘔吐や下痢が治まっても、1週間程度は
ウィルスを排出していますので注意が必
要です。 
嘔吐や下痢をしていたり、ご家族にこの
ような症状がある方がいらっしゃる場合
は、蔓延防止のため、ご面会はお断りし
ております。ご協力お願いいたします。 

 東京都葛飾区の施設が
完成します。 
今年4月に、東京都葛飾区金町に、新施設
がオープンします。洸寿園からは、４名の介
護職員が異動となり、東京で勤務することと
なりました。近日中に洸寿園のホームペー
ジで新しい施設の情報をご覧いただけます。 

飲食物のお持込について 
 衛生及び健康管理上、飲食物はお持込みに
ならない様、お願いいたします。ご面会の際に
お持ちになった物は、ご面会者の責任の元、
召し上がっていただき、残った物はお持ち帰り
ください。決して居室に置いたり、ほかの方に
渡さない様、お願いいたします。 
職員がお預かりすることもできませんので、ご
了承ください。 

請求書について 
 請求書は、毎月10日に発送しておりま
す。当月中にお支払いいただきます様、お
願いいたします。 

お世話になりました（研修職員－相談員） 

頑張ってきます。今までお世話になりました（異動職員）  ※1月20日まで洸寿園で勤務 

よろしくお願いします（研修職員－ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ） 

 梶山 寛泰（かじやま ひろやす） 
 佐賀から福岡に来て、右も左も分からない僕を、温かく迎えていただき、御入居者の皆さん、 
ご家族、そして職員の皆に大変感謝しています。 
これからも、自分らしく、マイペースに頑張っていきます。今までありがとうございました。 

塩井川 大（しおいがわ だい） 
 洸寿園に勤めて5年目に入ろうとしている私に、東京への異動という、大きな転機が訪れました。 
ここで培ってきた事を大いに活かし、その人らしさを探求しながら、ご入居者に寄り添っていきた
いと、奮起しています。 
この4年間、ご入居者に寄り添ってきたつもりでしたが、振り返ると、ご入居者の笑顔やご家族の 
励ましに支えられてきたのは私の方だったと気付かされました。本当にありがとうございました。 
東京でも頑張ります。 

末松 慶三（すえまつ けいぞう） 
 洸寿園では、７ヶ月という短い期間でしたが、ご入居者の皆様及びご家族の方々、職員の皆に
沢山の事を学ばせていただき、大変感謝しております。ありがとうございました。 
東京に行っても、ここでの経験を活かし、豚骨（トンコツ）魂で頑張りたいと思います！ 
皆様もお元気でお過ごし下さい。 

龍 幸彦（りゅう ゆきひこ） 
この度、東京の施設で働くことになりました。ここでは多くの事を学びました。 
新たな土地で戸惑うこともあるかと思いますが、ここでの学びを活かして、ご利用される皆様が少
しでも快適に過ごしていただけるように、精一杯頑張りたいと思います。 
今までありがとうございました。これからもお元気にお過ごし下さい。 

皆様の暖かいご支援、ご協力のもと、 
無事、研修を終えることが出来ました。 
ありがとうございました。 
東京ではユニットケアとなり、洸寿園 
とは異なることも多そうですが、ホーム 
で暮らす方々の日々の暮らしと、それ 
を支える職員のありようについて、色々
と学ばせて頂きました。これを糧に頑
張っていきたいと思います。 【小暮 浩美】 【工藤 奈緒】 
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■豆まき■ 

居室担当職員が変わりました。 
12月1日～3月31日まで担当します。よろしくお願い致します！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

居室 担当者 居室 担当者 居室 担当者 居室 担当者 居室 担当者

101 永田 107 大里 113 小松 206 藤 212 中山
102 日野 108 内野 201 川添 207 星・長 213 川内・柴田

103 押野 110 市原 202 高川・長 208 森山 215 川口
105 古野 111 柳田 203 齋藤 210 中村・柴田 216 伊藤
106 吉丸 112 鈴木 205 吉川・長 211 原田・柴田 217 田中

○新年会 
普段お食事を召し上がって
いる場所ごとに、鍋を楽し
んでいただく予定です。 
１１日（金） 
１８日（金） 
２２日（火） 

○節分の会（豆まき） 
1階の方・・・１日 

2階の方・・・29日 

※今年はどんな鬼が悪さを 
   をするのでしょう 
  か？ 
 

 

 

○桃の会 
詳細は未定です。決まりま
したら、改めてお知らせい
たします。 
 
 

 

○下記の他、その月に誕生日を迎える方にお祝い膳をお  

  出ししています。 

○ 毎月２回、ヘアカットの業者が来園しています。 

詳細はお
尋ね下さい。 

 お  礼 
ご寄附：１名のご利用者のご家族様（匿名ご希望） 
ボランティア：吉村様 
誠にありがとうございました。ご寄附は施設の運営のために利用させていただきます。      

洸寿園でも、２月に節分の行事を行います。昔からの歳時事である節分【豆まき】、その由来には、様々
な説があるようです。今回は、豆まきについて、ちょっとだけ調べてみました。 

   【どうして大豆なのか？】 
大豆は五穀のひとつで穀霊が宿るとされており、米に次いで神事に用いられてきたそうです。 
米よりも粒が大きく、穀霊で悪霊を祓うのに最適であることや、魔の目（魔目＝まめ）に豆を 
ぶつけて魔を滅する（魔滅＝まめ）にも通じます。また、昔々、京都鞍馬山に鬼が出たとき、 
毘沙門天のお告げによって大豆を鬼の目に投げつけて退治したという話もあるそうです。 
 
ただし、豆まきに用いられる豆は炒り豆でなくてはならないそうです。これは、生の豆を使って、 
拾い忘れたものから芽が出てしまうと縁起が悪いとされているからで、「炒る」が「射る」にも通じます。つまり、 
「魔目」を「射る」ことで「魔滅」となるそうです。   
                                              （All About 「暮らしの歳時記」より引用） 
→いかがでしたか？ 
 今の時代の者からは「粋な洒落」かもしれませんが、昔の方は、縁起、厄、魔、などへの関心、恐怖心がとても  
 強かったのでしょう。時代と共に変わるものもあれば、受け継がれていくものもあり、このような歳時事は、ただ 
 のイベントではなく、その意味や込められた思いをぜひ大切にしていきたいものだと思いました。【筆者：末次】 
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ホームページでも、日頃の様子やご案内を 
ご覧いただけます。 
http:www.seifu-kai.jp 又は、「洸寿園」で簡単に検索できます。 

 （相談窓口）    生活相談員：末次朋子 
 （受付時間）   9時30分～18時00分（日曜・祝日除く）  

 
洸寿園には、理学療法士や作業療法士のような、リハビリ専門職員はおりません。ご希望に応じて
ケアプランに位置づけ、日頃の生活の中で運動や体を動かす機会、思考の機会（頭を使う活動）な
どを取り入れております。機能訓練指導員（看護師兼任）が中心となり、カンファレンスを通じて他の
職種と情報交換を行いながら、具体的な内容を決めていくことになります。 
病院でイメージされるようなリハビリの内容とは異なりますが、まずはケアマネジャーにご相談いただ
ければと思います。 

  

リハビリをしてもらいたいのですが。 

 
貴重なご意見をありがとうございます。体調変化があった際には連絡を行っておりますが、その後状
態が安定された方へは、必ずしも再連絡を行うということはしておりません。この度、このようなご意
見を数件いただいた為、施設内で検討していきたいと思いますので、暫くお時間を頂きたいと思いま
す。 
ご心配な際は、ご遠慮なくお問い合わせください。 

熱が出た連絡などを頂いた後、その後どうなったのか連絡がなく、心配なので
すが・・・。 

 
衛生管理には十分注意しておりますが、臭いに関しましては、現在施設内でも課題にしております。
特に夏場・冬場の空調使用時期における、排泄介助後（おむつ交換を行う方）は、臭いが強くなりま
す。換気方法をはじめ、消臭対策は行っておりますが、今後も検討を続けていきたいと思います。 
清掃は業者に委託しておりますが、そのほか、職員が居室を回りベッド周辺の拭き掃除も行ってい
ます。しかし、細かな部分まで十分に行き届かない点もありますので、臭いのほか、施設内の整理
整頓、衛生面などで気になることがございましたら、ぜひご意見を頂きたいと思います。可能な限り
対応していきたいと思います。 

施設内の臭いが気になることがあります。換気や清掃はしているのでしょうか。 

【新年の抱負】 新しい年を迎え、皆さんも「今年の抱負」という物を掲げら
れてのではないでしょうか。気持を新たに1年をスタートし、約10日、（1/36）が、過ぎ
ました。残念ながら、「今年の抱負は何だったっけ？」と、既に覚えていない方もい
らっしゃるのではないでしょうか。（私も実はその1人です） 
そもそも、抱負という意味を調べてみると、「心の中にいだき持っている計画や決意」
とありました。なるほど。私の場合、決意はしても、計画（具体的な）がどこかに行っ
てしまっていたのでしょう。 
「小さな事は気にせずおおらかにいよう」という事が私の抱負だったのですが、（思い
出しました！）そのためにどうするのか、まずそこから考えて、計画を立ててみたい
と思います。抱負を掲げられた皆様、叶うと良いですね。        【筆者：末次】 
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