
カンパーイ！ではなく、職員一発芸（？）の１コマ。誰が一番
早くオ○ナ○ン○をストローで飲み干すでしょうか？？？？

施設長代理より、お祝い状、記念品
の贈呈がありました。

博多区福祉・介護保険課
課長 小森隆様より、
福岡市長からのご祝辞を
賜りました。

演芸の部で日本舞踊を披露し
てくださったお二方と、
記念の一枚です。
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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

来年も一緒にお祝い
できることを楽しみに
しています！

洸寿園職員一同
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夜は花火！煙を吸い込まない
よう、皆様には室内から見て
いただきました。
職員の子供達も遊びに来て、
賑やかな時間を過ごしました！

廊下側から
見る花火

８月３日（１階）、８月１０日（２階）
の夏祭りのご様子です。たくさんの笑顔が
あふれました！



たまには外でおしゃれに外食♪ホールケーキを目の前で切って♪
思わずこぼれる笑顔と思い出を大切にしていきたいと思っています。

第33号 平成28年11月10日

８月、９月の２回に渡り、認知症をテーマに職員研修会を開催
しました。（株）パーソンサポート・絆 代表 川島豊輝氏を講師
としてお招きし、講義、演習を行いました。

もし、自分が認知症
という状態になった
ら、自分に必要なも
のは何か、講師の問
いかけに、真剣に考
えている職員のイ
メージも膨らみます。

パスタ？ピザ？悩んで
悩んで、ハーフサイズ
を両方注文！
「美味しい！」と、と
ても喜んで召し上がっ
ていました。食欲の秋
ですから、何を食べて
も満足満足！ちなみに、
食事中の会話も美味し
さのエッセンスです♪

外出当日がお誕生日
だった西田様。お店の
方がデザートに
「HAPPY BIRTHDAY」
と書いてくれました。
「来てよかった♪」と
いう西田様の声とこの
笑顔、又行きましょう
ね！

「家に帰ります」と認知症を持つ方から訴えがありました。どのようにかかわりますか？と
いう演習中。互いに真剣に役になりきります。

「僕もかぶろうかね」
と、岡本ケアマネ
ジャーがかぶっていた
帽子を拝借した大谷様。
「雰囲気が出て楽しい
ね」と、大変喜ばれて
いました。
後ろの職員もノリノリ
ですね♪
※左は実習生、右は栄
養士です。

カメラを向けたとたん、
おめかし顔になった合野
様。あっ！隣の内野相談
員が、ケーキを狙ってま
すよ～！
（無事、ケーキは守られ
ました）

～外出・誕生会～

～職員研修会～
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居室 担当 居室 担当 居室 担当 居室 担当

101 吉川 102 高川 103 鈴木 105 小松

106 川口 107 籐 108 押野 110 川内

111 内野 112 田中 113 星

居室 担当 居室 担当 居室 担当 居室 担当

201 原田 202 塩井川 203 川添 205 下尾

206 大里 207 伊藤 208 森山 210 中嶋

211 中山 212 永田 213 長 215 壁村

216 柳田 217 林

１０月１日より居室担当者が変更となりました。
変更後も今まで同様の支援を提供いたします。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。

状況により日程変更の可能性がございます。
悪しからず、ご了承下さい。

１２月１４日（水）
１F・２Fに分かれて実施します。
今年のサンタクロースは
どんなサプライズを準備して
くれているのでしょうか！？
私にもサンタクロース来て！！

今年もやっとこの季節がやって
来ました～！！( ^o^ )✩
『お寿司バイキング』
お代わり自由！！
食欲の秋ですね～(*ﾟ～ﾟ*)φ

実施予定は11月18日(金)です♪

居室担当職員はご利用者の一番の理解者として勤めさせていただきます！
私物の管理や購入のご相談、食事形態の相談などで、ご家族様へ連絡する機会もあるか
と思いますのでよろしくお願いいたします。

10月下旬より少人数ずつにて
バスハイクへ出かけます。
今年もコスモスを見に行きます！
対象の方には施設からご連絡
させて頂きますが、天候や体調
次第で日程が変更となりますので
ご了承下さい。
早く咲いて欲しいです・・・。
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ｺｰﾋｰが苦いよ！
もう少し甘いのが
飲みた～い！！

夜、部屋に来るたび
電気をつけて、眩しくて
熟眠出来ない。

お祝い膳が美味し
かった～！
またよろしくね♪

せっかくお祝い膳を
食べるなら、ちゃんと
祝賀会の日に食べ
たかった～

職員さん、声が大きい。
私の事を話す時は周りに
聞こえないように小さな声
で話して欲しい。

インフルエンザやノロウィルスが流行する時期となりました。
今年は早くも福岡市内の学校でインフルエンザによる学級閉鎖も
出ているようです。皆様、十分ご注意ください。
今一度、感染予防策を一緒に振り返ることが出来ればと思います。

１０月１日より、感染症予防のため全職員がマスク着用となりました。
声が聞き取りにくい、表情が分かりにくい等、ご不便をおかけすることもあるかと
思いますが、ご理解いただけますようお願いいたします。

食事

うがい
加湿 マスク

換気 休養

手洗い

人ごみを
避ける

ご利用者の声１つ１つを真摯に受け止め、可能な限り
早急に対応いたします。
ｺｰﾋｰ作り頑張ります！愛情でもっと甘くします！
ベッドサイドに小型電気を購入しました。少しでもゆっくり
休めますように・・・。
お祝い膳！お褒めの言葉ありがとうございます♪
来年は日にちも合わせて提供できるように調整します！
声の大きさでは配慮が足りず、申し訳ございません。
生活の場であることを忘れずに努めます。

指の間もしっかりと♪ ガラガラ～ペッ！！ マスク美人を目指して・・湿度40％以下は危険！

新鮮な空気カモ～ン！ ゆっくりお休み下さい・・
栄養バランスを考えて
楽しみましょう♪



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」で検索できます。

（相談窓口）
生活相談員：内野奈留美 （うちの なるみ）

（受付時間）
9時30分～17時30分（日曜・祝日除く）
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感染症予防のため、ご面会時にはマスクの着用にご協力下さい。
面会者カード横に消毒・マスクを準備しております。ご使用お願いいたします。

事務所の中に見かけない
顔があるなぁ・・それが私。
10月1日より事務室の片隅に
居候している法人本部
所属の土矢(ﾂﾁﾔ)と申します。
皆様、よろしくお願いいたします。

法人本部
土矢 浩二

派遣介護職員
坂口 祭

派遣介護職員
松下 智奈

壱岐出身の
坂口祭(ｻｶｸﾞﾁﾏﾂﾘ）です。
介護の仕事は未経験
ですが、日々成長して
いけるよう、笑顔と元気を
忘れず一生懸命頑張り
ますので、
よろしくお願いします！

松下智奈(ﾏﾂｼﾀﾄﾓﾅ）
です。
介護の仕事は未経験
ですが、笑顔で一生
懸命頑張ります。
よろしくお願いします！

インフルエンザ問診表を面会時又はご郵送にて送付いたします。速やかなご返信に
ご協力いただけますよう、お願いいたします。

フレッシュな介護職員2名(19歳！）と
ダンディな本部職員1名が仲間入りしました。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。

【洸寿園 介護理念】
常に利用者を敬う気持ちを持って、丁寧な介護を提供します。
利用者が笑顔で生活出来るように、安心・快適なサービスを提供します。
専門職として、サービスの質の向上 に努めます。

いつも施設の運
営にご協力いた
だき、ありがとう
ございます。
☆ご 寄 付
匿名希望4名

★行事協力
四恩 様

お礼
あとがき
今年も残すところ3ヶ月となりました。店頭には来年の手帳が並び、ハロウィン
クリスマスとアッと言う間に年末がやってきます。歳を重ねるにつれ、時間が
経つのが早く感じますが、これ心理学で「ジャネーの法則」と言うそうです。
生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例する。簡単に説明する
ならば「50歳の1年は50年分の1年 ＜ 5歳の1年は5年分の1年」とのことです。
洸寿園にご入所中の方の平均年齢は86歳。したがって、私達職員以上にご利用者
の皆さんは、時の流れを早く感じているのだと思います。
だからこそ1日1日を大切に過ごしていただけるよう、心して日々の支援に努め
ていかなければなりません。今日から又、大事な1日を一緒に過ごせることに
感謝しながら、職員一同仕事に取り組んで参ります。 筆者：内野奈留美


