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役員会

１０月２９日、老人保健施設成寿園２階にて、理事、評議員

監事、施設長、事務長により理事会、評議員会が開催され

ました。

平成２７年度第１次補正予算（案）など７つの議案について

審議され、承認を得ました。

（成寿会）

１０月１９日～３０日の期間、黒瀬高校の２年生の生徒さん３名が介護実習に来られました。特別養

護老人ホームで食事介助をしたり、レクリエーションなど、実際に体験して頂きました。 ２０日はご

利用者様と一緒の食事を体験し、極きざみ、ミキサー食を試食して頂きました。特養運動会に参加

して入所者様と車椅子競争や、職員と一緒に踊りを披露したりと大活躍でした。

グループホーム田口

現在、当ホームにはヘルパー資格取

得（介護職員初任者研修）のため実

習生さんが来られています。日々の

レクレーションや介助を通じて、利

用者様ともすぐに仲良くなられてい

ました。

（西条町田口）

１０月６日、老人保健施設成寿園ユニットにて、国立呉看護学校の

学生さんによるレクリエーションが行われました。

一緒に歌を歌ったり、風船バレーを楽しんだり、皆さんで記念写真

を撮ったりして、学生さんとのふれあいの

時間はあっという間に過ぎました。

国立呉看護学校の皆様ありがとうござい

ました。

（広成寿園）

（広成寿園）

ケーキ会
運動会 食事体験

レクリエーション
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広成寿園の柿

小雪（しょうせつ）
日ごとに寒くなり、野山に雪が舞いはじめる頃という意味の

二十四節気のひとつです。紅葉は終わりを告げ、本格的な

冬の到来を感じるようになります。ときおり春を思わせる暖

かな陽気の日もありますが、夕方になるとぐっと冷え込む

ので、外出するときはしっかり防寒対策をしておきましょう。

・ケアセンター成寿園豊

・ホームヘルプサービス成寿園豊

１０月１４日豊浜町豊島から豊町久比に移転

１０月１４日、呉市豊浜町豊島にあるホームヘルプサービス豊浜（訪問介護事業所）およびケアセンター豊浜

（居宅介護支援事業所）を呉市豊町久比に移転しました。これは、呉市豊浜、今治市関前のみなさまが、成寿会

の在宅サービスを、より便利にお使いいただくための移転です。なお、事業所名を、ホームヘルプサービス豊浜

は「ホームヘルプサービス成寿園豊」、ケアセンター豊浜は「ケアセンター成寿園豊」と変更しました。

今後さらに島しょ部の老人福祉の充実に努めて参りますのでよろしくお願いします。

お気軽にご相談下さい！

居宅 （０８２３）６７－２００４

ホームヘルプ（０８２３）６７－２００１

呉市豊町久比字沢ノ﨑１８３番地１６
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広島ホームテレビの取材（１０月３０日Ｊステーションにて放送）

デイサービスセンター高屋

（高屋町大畠）

１０月２２日、デイサービスセンター高屋にて、フラワーアレンジメントの講習会が行われました。この講習は

広島中央ヤクルト販売株式会社の安東様のご好意により、農林水産省補助事業の一環として開催されてい

るものです。講師に西田素子様、助手の西田様、瀬戸口様、園芸福祉士の資格を持つ職員が手伝いをして

デイサービス高屋のご利用者様、高屋の大地のご利用者様がフラワーアレンジメントに挑戦されました。

この日は、広島ホームテレビの取材クルーも来られ、初めは緊張されていた皆様もまずは体操で体をほぐし、

先生の説明通りにハサミで花を切られておりました。準備が整うと専用キット「イレカエール」を使ってホルダー

に花や緑を入れるだけで素敵なフラワーアレンジメントが完成しました。テレビ局のインタビューに「楽しかっ

たまた機会があればやりたい」「可愛いのが出来て嬉しい」と笑顔満開で答えておられました。

自宅に帰られても水をあげたり、手入れする楽しみもあり、花のある暮らしの素晴らしさを教えて頂きました。



 １０月２４日、大浜デイケアルームにて「、第１１回大浜秋祭り」が開催されました。地域の皆様を招待し、神垣セン

ター長の挨拶で始まりました。まずは、蒲刈より『サウンドポケット』様７名が「川の流れのように」など演奏して下さり、

歌を一緒に歌った後、『杉蘭会』様が日本舞踊を披露して下さいました。日本伝統芸能の舞を堪能された後、広島文化

学園の学生『ポンズ』の皆さんによる「ルパン三世」のテーマ等の演奏で盛り上がりました。 

午後からは、大浜イケメン職員による「皿回し」「コマ回し」「けん玉」のジャグリングで楽しんで頂き、最後に１等、「フット

マッサージ器」の当たるお楽しみ抽選会で一喜一憂した後、今年の秋祭りは幕を閉じました。 

地域の皆様にも多数参加して頂き、有難うございました。 

大浜・豊浜・関前合同 

サウンドポケット様による演奏会では懐かしい曲を一緒に歌ったり、

会場のみなさんで身体をほぐす体操をしたりとご利用者様、地域

の皆様も楽しまれました。

 

杉蘭会様には「舞扇」「みだれ髪」など６曲を次から次

へと披露していただきました。

毎年趣向を凝らした舞に皆様堪能され満足のご様子

でした。

広島文化学園「ポンズ」様

広島文化学園の学生さんによる

「ルパン三世のテーマ」などの曲を

パワーのある楽器演奏で会場は

大変盛り上がりました。

 

 



広島文化学園「ポンズ」様

広島文化学園の学生さんによる

「ルパン三世のテーマ」などの曲を

パワーのある楽器演奏で会場は

大変盛り上がりました。

地域交流スペースにて喫茶開店

この日は、地域交流スペースを開放

して「大浜喫茶」を開店しました。

コーヒー・甘酒などを召し上がって頂

きました。

職員が一生懸命練習した技を披露しました。「ガンバレ～」の声援が！！

でっかいけん玉の完成

作品展示

お楽しみ抽選会

毎年恒例のお楽しみ

抽選会はご利用者様

も、地域の皆様も、大

変楽しみにされていま

す。

１等フットマッサージ器

が当たって職員より

手渡されました。

日頃、皆様が丹精込めて作られた手芸などの作品

が展示され祭りに華を添えました。

作品展示

手渡されました。

職員が一生懸命練習 

した技を披露しました。 

「ガンバレ～」の声援が！！ 

成功すると拍手喝采 

会場が沸きました。 

 



 コーラス、ハーモニカ演奏のボランティアグループの方が来園さ

れました。コーラスには珍しい太鼓が登場！ 勇ましい太鼓の音
… 「村祭り」を披露されました。また ハーモニカの演奏に合わ

せて歌われ秋の午後を 楽しく過ごされました。

ショートステイ高屋 （高屋町大畠）

１０月３日、毎年恒例の名田保育園運動会に特別養護老人ホーム成寿園、老人保健施設成寿

園、ケアハウスより７名の皆様が参加されました。園児達が一生懸命走る姿や、可愛い踊りに

感激されて声援をおくられていました。
名田保育園の皆様ありがとうございました。

（広成寿園）

ゆたか幼稚園訪問

１０月２日デイケア大浜に、ゆたか幼稚園の園児さんたちが訪問

してくださいました。小さな体から発せられる大きな声が印象的で

、園児さんたちの一生懸命な姿に感動しました。

デイケア大浜 （豊浜町大浜）

デイケア成寿園

蒲刈 県民の浜

26日～31日は紅葉ドラ

イブに皆さんと行って

きました。天気に恵まれ

たり、途中で雨が降って

きたりもしましたが、皆さんとても喜んでくださいま

した。いつも以上にたくさんの笑顔が見れ、職員

一同うれしいドライブ週間となりました。

グリーンヒル郷原

音頭瀬戸公園

（広成寿園）



 

特別養護老人ホーム(広成寿園） 老人保健施設成寿園（広成寿園） 老人保健施設成寿園ユニット(広成寿園）

ケアハウス（広成寿園） デイサービス成寿園（広成寿園） デイケア成寿園（広成寿園）

成看託児所 デイサービス豊浜（豊浜） 生活支援ハウス（豊浜）

グループホーム大浜（大浜） 介護老人保健施設大浜（大浜） デイケア大浜（大浜）

グループホーム関前（関前）

高屋の大地成寿会（高屋町大畠）

グループホーム田口（西条町田口） デイサービス田口（西条町田口）

デイサービス小江（広中迫）デイサービス高屋（高屋町大畠）

厨房より成寿会行事予定

・法話会（１８日）

・阿賀保育園和太鼓演奏（１９日）

・広成寿園秋祭り（１４日）

・陶芸教室
広教室

（第1・第３ 火・水曜日）

大浜教室

（第１・第３ 金曜日）

田口・高屋教室

（第２ 火・木曜日）

ショート
・お茶会

・カラオケ

・おやつ作り

・創作活動

・ドライブ

＊今月から行事は
ユニットの特性を生

かし、各ユニットで

行います。

今が旬の柿は、他の果物に比べてビタミンＣが多く含まれて
おり、１個で１日の必要量を補える程と言われています。ビタ
ミンＣには、美白効果や風邪予防、疲労回復などの効果があ
ります。
おいしい柿を選ぶポイントは、ヘタが果物に張り付き果物との
間に隙間がないもの、また持ったときに重みがあるものが良
いです。

管理栄養士 多賀谷雅美

・ケーキ作り（３日）

・紅葉ドライブ（９～１３日）

・秋祭り（１４日）

・亥の子餅作り（１８日）

・映画会（２５・２６日）

・ボランティア

・紅葉ドライブ

・おやつ作り

・マッサージ（火・土）

・亥の子（上旬）

・芋掘り（７日）

・かんぽの宿（１８日）

・外食ランチ（１９日）

・陶芸教室（１０、１２日）

・ミュージックベル（２０日）

・マッサージ（月・木）

・おやつ作り（５日）

・ドライブ（１６日）

・誕生日会（２８日）

・秋祭り（１１日）

・外食ツアー（１７日）

・誕生日会（未定）

・作品・おやつ作り（未定）

・秋祭り（１４日）

・紅葉ドライブ（４，９日）

・映画会（中旬）
・おやつ作り（下旬）

・関前文化祭（３日）

・おやつ作り（１６日）

・誕生日会（２４日）

・芋掘り

・ヘアサロン（２日）

・秋祭り（１４日）
・法話会（１８日）

・阿賀保育園和太鼓来園（１９日）

・秋祭り（１４日）

・法話会」（１８日）

・阿賀保育園太鼓（１９日）

・誕生日会

・陶芸教室（１３日）

・おやつ作り（１８日）

・陶芸教室（２７日）

・おやつ作り

・手芸活動

・買い物ツアー

・ドライブ

・文化祭（３日）

・お楽しみ会（１１日）

・わたしはだ～れ（１３日）
・ボーリング大会（１９日）

・紙芝居（２３日）

・秋祭り（１４日）

・法話会（１８日）
・阿賀保育園和太鼓（１９日）

・ケーキ会（未定）

・秋祭り（１４日）

・運動会（１９日）
・外食ツアー（２７日）

選択レクリエーション

陶芸教室、書道、

カラオケ、絵画教室も
行っています！！

・人形作り

・計算ドリル

・赤黒トランプ

・チュンチュン話

・１１月生まれの誕生日会（２日）

・七五三のアメ袋製作（４日）

・勤労感謝の日の製作（９日）
・避難訓練（２６日）

・身体測定（２８日）


