
２月号

成寿会のお庭

２０１６年 第１７１号

２月５日発行

発行者

社会福祉法人 成寿会

呉市広町字白石免田１３０１０番地

ＴＥＬ（０８２３）７１－８５００

ｈｔｔｐ：//www.seijukai‐welfare.jp/

雨水（うすい）
空から降る雪が雨に変わり、氷がとけて水になるという意味の雨水。二
十四節気のひとつで、立春からさらに春の訪れを感じるようになり、昔か
ら農耕の準備をはじめる目安とされてきました。地方によっては、この日
に雛人形を飾ると良縁に恵まれるといういい伝えもあります。

２月１日、社会福祉法人きらら福祉会阿賀保育園園長大年秀基様、阿賀保育園保護者会より３名様が

来園され車椅子を寄贈して下さいました。平成１５年より『車椅子を贈ろう』とプルタブ収集を始められこの度

は奥原禮子理事長のご尽力と、阿賀保育園保護者会の皆様のご協力で、第５号となる車椅子を贈っていた

だくことが出来ました。

皆様のお気持ちに感謝して大切に使わせて頂きたいと思います。

阿賀保育園の皆様本当にありがとうございました。

（広成寿園）

（赤梅）

,

地域交流会・施設見学会

成寿会の施設を利用してみたいと思って頂けるよう地域の皆様との交流の輪を広げて

いきたいと思っております。

ご希望があれば随時日程を調整しながら地域交流会・施設見学会を行いますのでよ

ろしくお願いいたします。 お問い合わせは ℡ ０８２３－７１－８５００ 松村・武智

法話会
１月２０日、特別養護老人施設成寿園２階にて、教法寺御住職森島卓雄様、仏教婦人会

３名様に来園していただき法話会が執り行われました。

読経の後、ご法話で「初心を忘れることなく、何事も精進することが大事です。慣れると思わ

ぬ行動をすることとなります。」とお話していただきました。

（広成寿園）教法寺様

１月１５日、デイサービスセンター高屋に、サン東広島の皆様が来園して下さいました。恒例行事の

一つでデイサービス高屋の皆様も大変楽しみにされています。

みんなで行う体操や歌謡曲、そして南京玉すだれやえびす様による神楽の舞の後は、みんなで鳴子

を持ってダンスを踊り楽しいひと時を過ごされました。

サン東広島の皆様ありがとうございました。

デイサービスセンター高屋

（高屋町大畠）
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選択レクリエーション
デイケア成寿園 （広成寿園）

デイケアでは、日々のリハビリ、レクリエーションの他に選択レクリエーションの機会を
作っています。お好きなこと、興味がある事に参加して頂き有意義な時間を過ごしていただき
たいと思い、陶芸教室（毎月２回）・絵画教室（毎月２回月曜日）・カラオケ・俳句（毎週木
曜日）・書道（隔週月曜日）など行っています。
その中でも、毎日のように行っているのが、カラオケです。歌ったり、拍手をしたり、盛り
上げたりと皆さんイキイキとされておられるように感じます。そして、歌うことでストレスを
解消し、血圧を安定させる効果や脳を刺激して、認知症予防になると言われていますので、ぜ
ひ皆さんも参加してみてください。
その他、毎日のレクリエーションや季節の行事なども楽しんで頂けるよう職員一同、取り組
んでおります。相談・見学も承っておりますので、お気軽にご連絡ください♪

陶芸教室書道教室カラオケ

俳句絵画

支援相談員 赤松美彩

新年ということで職員によるかくし芸を披露しました。

手品に二人場折、剣道技、空手の組手など盛りだく

さんでした。皆さん驚いたり、笑ったり楽しい時間に

なりました。

＊絵画・俳句・書道などの作品は老人保健施設成寿園

デイケアフロアーに展示しておりますので是非ご覧ください。

福祉に興味を持ったのは、中学校の職場体験で行った老人ホームでおじい
ちゃん、おばあちゃんの笑顔と「ありがとう」という感謝の気持ちが嬉しかったか
らです。介護福祉士を夢見て福祉の学べる高校へ進学。ホームヘルパー２級
を取得しました。その後、部活中の怪我と自分の体の小ささから介護の仕事に
不安を抱くもやっぱり福祉の道に進みたいと、社会福祉士を目指して広島国際
大学医療福祉学科へ進学し福祉を学びました。介護士として一年間経験を積
み、相談員の仕事をしながら昨年、社会福祉士国家試験に合格することが出
来ました。
これからも、デイケア成寿園のご利用者様に楽しく過ごして頂けるよう頑張って
参りますのでよろしくお願いいたします。

職員紹介
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１月２２日読売新聞に掲載

読売新聞に、老人保健施設成寿園における経口移行の取り組みが掲載された記事

を紹介します。

（広成寿園）

老人保健施設成寿園入所

鹿島和昭様（７７歳）



 

１月２２日読売新聞に掲載

読売新聞に、老人保健施設成寿園における経口移行の取り組みが掲載された記事

を紹介します。

（広成寿園）

老人保健施設成寿園入所

鹿島和昭様（７７歳）



 

グループホーム関前

１月２６日、グループホーム関前にて資生堂さんがいきいき美容教室を開催して下さいました。お

化粧を始める前に体操をしてお化粧をする準備は万端!!

お化粧の仕方を一つ一つ丁寧に教えてくださり、関前の女性陣は久しぶりのお化粧をとても楽しま

れていました。

お化粧が終わると、皆さんいつも以上に綺麗になられていて、とても素敵な笑顔を見せてくださいま

した。

福笑

「笑う門には福来る」「笑って損したものはなし」「笑う顔に矢立たず」等、笑う事は良い事がいっぱいです。眉や目
が届かず一生懸命に手を伸ばすけど思ったところに届きません。これが、知らず間のリハビリになっています。お
互いに「あんたの顔は可愛いが！」「鼻が眉毛がどこに行く？」と目隠しの中でべっぴんさんが出来上がっていきま
す。今年もデイに来ると『今日も面白く、良く笑ったね』と言ってもらえる様に、明るく楽しく動いて元気になって頂け
るよう一緒に頑張りましょう。

デ
イ
一
の
べ
っ
ぴ
ん
じ
ゃ
！

みてるだけでついつい、笑っちゃう

デイサービスセンター豊浜
（豊浜町豊島）

（関前岡村）

音楽療法が再開となりました。先生のピア
ノに合わせて「一月一日」を歌われました。
ご利用者の皆様の元気な歌声を聞かせて
いただきました。

特別養護老人ホーム成寿園
（広成寿園）

～１１月２０日、読売新聞東京本社編集局医療部記者渡辺理雄様が取材に来園～

取材を受ける、左より桝施設長（老健医師）

藤本歯科クリニック藤本医師

鹿島様ご夫妻への取材は、看護師、

歯科衛生士、栄養士も一緒に

摂食嚥下リハビリの模様を取材

和やかな雰囲気の中、

口から食べる喜びを

語る鹿島様

大 長 弓 祭 り

１月３０日に大長の弓祭りに
出掛けました。
皆さん弓を射るのを見学され
「すごいねえ！」と手を叩いて

応援されていました。

グループホーム大浜

（豊浜町大浜）

介護老人保健施設大浜
（豊浜町大浜）

今年も、始まりました腕相撲大会新年一発目と
いうことなので、皆様気合い充分！！
各ユニット代表利用者様による試合は非常にも
りあがり、良い新年のスタートを切る事が出来ま
した！！！



 

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

・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）

・節分・豆まき（３日）

・バレンタイン（１１日）
・誕生日会（２４日）

ショート

・お茶会

・カラオケ
・おやつ作り

・創作活動

・豆まき

・バレンタイン

・節分（３日）

・バレンタインデー（１４日）
・誕生日会（中旬）

＊行事はユニットの
特性を生かし、各ユ

ニットで行います。

・ボランティア手品

・節分
・おやつ作り

・マッサージ（火・土）

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！！

・節分イベント（３日）

・ボーリング大会（１２日）

・バレンタイン（１４日）
・梅が枝餅作り（１６日）

・映画会（１８～１９日）

・カラオケ大会（２２日）

・節分（３日）

・買い物ツアー（１１，１２日）
・ミュージックベル（１９日）

・マッサージ（月、木）

・節分の日（３日）

・バレンタインデー（１２日）

・お楽しみ会（２３日）
・工作作り（ひな祭り）２５日

・のど自慢会（随時）

・ひな祭り

・お楽しみ会
・誕生日会

・節分（３日）

・踊りの訪問（７日）

・弓祭り（１１日）
・誕生日会（１９日）

・手作りおやつ（２４日）

・節分

・産業文化祭
・手芸活動

・おやつ作り

・節分（３日）

・立春（４日）

・節分（３日）

・バレンタインデー（１４日）
・音楽療法（１２、２６日）

・ケーキ会（２６日）

・節分（３日）

・陶芸教室（１２日）

・節分・豆まき（３日）

・ハーモニカ訪問（４日）
・バレンタイン（１４日）

・ミニマラソン大会（２０日）

２月３日の節分では、邪気払いの為福豆（炒り大豆）を撒き、

年の数に１つ足して福豆を食べ厄除けを行います。
成寿園では皆様に安全に食べていただけるよう大豆ごはん

にして食べていただいています。

近年節分の食事と言えば恵方巻きも良く見られるようになり

ました。成寿園では夕食に巻きずしが出ており、入所者様に

食べていただいています。

管理栄養士 渡邊奈奈

・節分

・誕生日会

・豆まき

・巻き寿司かぶりつき

・バレンタイン・チョコ作り
・花作り

・ポスト作り

・節分（３日）

・バレンタインデー（１４日）

・鬼のお面製作（１日）

・節分パーティー（２日）

・絵本会（２３日）
・避難訓練（２６日）

・２月生まれの誕生日会（２８日）

・身体測定（２９日）

・節分行事（３日）

・誕生日会（未定）
・作品作り（未定）

・おやつ作り（未定）
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・誕生日会（中旬）

＊行事はユニットの
特性を生かし、各ユ

ニットで行います。

・ボランティア手品

・節分
・おやつ作り

・マッサージ（火・土）

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！！

・節分イベント（３日）

・ボーリング大会（１２日）

・バレンタイン（１４日）
・梅が枝餅作り（１６日）

・映画会（１８～１９日）

・カラオケ大会（２２日）

・節分（３日）

・買い物ツアー（１１，１２日）
・ミュージックベル（１９日）

・マッサージ（月、木）

・節分の日（３日）

・バレンタインデー（１２日）

・お楽しみ会（２３日）
・工作作り（ひな祭り）２５日

・のど自慢会（随時）

・ひな祭り

・お楽しみ会
・誕生日会

・節分（３日）

・踊りの訪問（７日）

・弓祭り（１１日）
・誕生日会（１９日）

・手作りおやつ（２４日）

・節分

・産業文化祭
・手芸活動

・おやつ作り

・節分（３日）

・立春（４日）

・節分（３日）

・バレンタインデー（１４日）
・音楽療法（１２、２６日）

・ケーキ会（２６日）

・節分（３日）

・陶芸教室（１２日）

・節分・豆まき（３日）

・ハーモニカ訪問（４日）
・バレンタイン（１４日）

・ミニマラソン大会（２０日）

２月３日の節分では、邪気払いの為福豆（炒り大豆）を撒き、

年の数に１つ足して福豆を食べ厄除けを行います。
成寿園では皆様に安全に食べていただけるよう大豆ごはん

にして食べていただいています。

近年節分の食事と言えば恵方巻きも良く見られるようになり

ました。成寿園では夕食に巻きずしが出ており、入所者様に

食べていただいています。

管理栄養士 渡邊奈奈

・節分

・誕生日会

・豆まき

・巻き寿司かぶりつき

・バレンタイン・チョコ作り
・花作り

・ポスト作り

・節分（３日）

・バレンタインデー（１４日）

・鬼のお面製作（１日）

・節分パーティー（２日）

・絵本会（２３日）
・避難訓練（２６日）

・２月生まれの誕生日会（２８日）

・身体測定（２９日）

・節分行事（３日）

・誕生日会（未定）
・作品作り（未定）

・おやつ作り（未定）


