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小満（しょうまん）５月２１日頃
小満は、秋にまいた麦の穂が育ち、ほっとひと安心することから、小さな満足

という意味でこの名がついたといわれています。二十四節気のひとつで、万物

が次第に成長し実をつけはじめる時期です。暑さも感じられるようになり、田植

えの準備もはじまります。

（広成寿園）

４月２５日、特別養護老人ホーム成寿園２階にて、藤間利鳳一門の皆様８名が来園して日本舞踊を

披露して下さいました。艶やかな和服姿の舞に魅せられ、日本の伝統芸能を満喫されました。「安芸

灘の風」「炭坑節」は全員で踊りながら舞台、会場をまわられ、入所者様も一緒に踊られたりと大変な

盛り上がりとなりました。

毎年のご来園ありがとうございます。

広成寿園の躑躅（つつじ）

,

一灯庵にて季節の和菓子と

お抹茶を点てて召し上がって

頂きました。

寺岡施設長挨拶 会場に笑顔の花が咲き乱れました。

特養ロビーにて記念撮影

４月１８日、特別養護老人ホーム成寿園２階にて、ロゴス腹話術呉分会腹話術師３名の皆様が来

園して腹話術を披露して下さいました。寺岡施設長挨拶の後、クーちゃん（西迫様）「クーちゃんの勉

強会」、九ちゃん（後藤様）「九ちゃんの上を向いて歩こう」、トシちゃん（松室様）「トシちゃんの大切な

もの」をそれぞれ楽しい内容で披露して下さり大変盛り上ました。

（広成寿園）

腹話術を披露して頂いた後、一灯庵にて、季節の和菓子と

お抹茶を点てて召し上がって頂きました。

寺岡施設長、杉本部長、先岡ケアマネージャーも

加わり、話に花が咲きました。

これからもよろしくお願いいたします。

手品の披露してくださいました
寺岡施設長挨拶 最後は全員で歌ってお別れ

（広成寿園）
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デイサービスセンター成寿園

デイケア・ケアハウス成寿園

一灯庵にて４月生まれのお誕生日会を行いました。４月２２日、デイサービス成寿園ご利用者３名、４月２８

日、デイケアご利用者様、ケアハウス入居者様３名でお誕生会を行いました。

まずは、今月のプレゼントの小物入れを職員と一緒に作りました。職員手作りの写真立てにその日に撮影した

写真を入れてプレゼントしました。

その後、季節の和菓子とお抹茶を点てて召し上がって頂きました。

皆様にとても喜んで頂きました。今後も、予定しておりますのでお誕生日の月を楽しみにして下さい。

４月２２日

４月２８日

（広成寿園）

 

４月２９日、広成寿園にて花祭りが行われました。晴天に恵まれ、新緑のお庭をご家族と散歩されたり、記念

撮影をされる方で賑わいました。

昼食会では、お庭を観ながらご家族と一緒にちらし寿司のお弁当を食べられ楽しいひと時を過ごされました。

絵画教室の中塩先生、音楽療法の大林先生に参加して頂き、お庭を散歩して頂いた後、お弁当と、お抹茶を

召し上がって頂きました。

（広成寿園）

特養、老健、ケアハウスそれぞれ、職員と

一緒にお庭を散歩されたり、記念写真を

撮ったりする方で終日賑わいました。
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今回老健大浜では、お釈迦参りへ出掛けました。天気も
良く、気持ちも晴れやかです。施設内では、大きな白い象
と扮装した職員が甘茶をふるまってくれました。今年一年
健康で過ごせますように。

（豊浜町大浜）

地域のボランティアの方々に

よる演芸訪問がございまし
た。歌に踊りに生演奏と盛り
だくさんです。手作りによる

紙細工のお土産まで頂戴し、
皆さんにっこり。元気を届け
ていただきました。

介護老人保健施設大浜

グループホーム田口
（西条町田口）

今年のお花見も「県民の浜」に行って来ました。満開に咲く
桜の下で食べるお弁当に、ひらひらと舞い落ちる花びらに
幸運を感じながら、『子供のころにも弁当持って行きよった
んで！』と皆で懐かしんだり、歌とゲーム等にも青い空と海
に心地よい風の中でリフレッシュできたようです。
桜さん、元気をもらってありがとうね。又来年も会いに来る
けんね。

デイサービスセンター豊浜 （豊浜町豊島）

4月生まれの誕生日会

１９か所の各施設新聞より選ばれた笑顔便りを紹介します

お茶会での一コマです。お茶を
点てられながら満面の笑み美
味しそうな菓子が目にはいって
笑みがこぼれたのか？ それと
も上手く泡立てられなくての照
れ笑いでしょうか？

高屋の大地成寿園ショート

（高屋町大畠）

成看託児所

老人保健施設成寿園

長野祐子作業療法士のお子様

長野功歩くんが３歳になりました。

かっこいいおにいさんになってね
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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

・善通寺幼稚園来園（１６日）

・法話会（１８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

・園芸

＊行事はユニットの
特性を生かし、各ユ

ニットで行います。

・善通寺幼稚園来園（１６日）

・法話会（１８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！！

・母の日会

・お楽しみ会
・誕生日会

・おやつ作り

・おやつ作り（４日）

・陶芸教室（１０、１２日）

・買い物ツアー（１６、１７日）
・ドライブ（２５、２７日）

・マッサージ（毎週月、木）

・母の日（８日）

・ドライブ（芝桜）（１４日）

・昼食バイキング（２６日）

・母の日行事（８日）

・買い物ツアー
・おやつ作り

・作品制作

・母の日

・おやつ作り
・お誕生日会

・映画鑑賞

・リズム体操
・塗り絵

・端午の節句

・母の日

・ドライブ

・おやつ作り

・こいのぼり、かぶと作り

・お散歩

・母の日

・陶芸教室

・柏餅作り（１７日）

・抹茶どら焼き作り（２３日）

・工作（２～６日）

・母の日（９日）

・野外活動（１２、２４日）

・お楽しみ会（１８日）

・母の日（８日）

・お菓子作り（１８日）
・ドライブ（２５日）

・子供の日（５日）

・母の日（８日）

・誕生日会手作りおやつ（３１日）

新じゃが
一般的なじゃが芋は北海道のものが多く秋に収穫されるのに

対して、新じゃがは九州産が多く、春先（２～６月頃）に収穫さ

れます。

普通のじゃが芋と比べて軟らかいので、皮ごと食べられます。

丸ごとフライにしたり、じゃがバターにしたりするのがオススメ

です。一方、水分量が多いので、ポテトサラダやコロッケには

不向きとなります。

保存には向いてないので、購入後は７～１０日を目安に食べる

と良いです。

管理栄養士 背戸郁美

・こいのぼり製作（２日）

・こどもの日パーティー（３日）

・母の日製作（６日）

・母の日（８日）

・ドライブ（１５日）
・誕生日会（２６日）

・母の日

・誕生日会

・母の日

・ボランティア
・マッサージ（火、土）

介護老人保健施設大浜
認知症リハビリができる介護老人保健施設として、当法人の介護老人保健施設大浜が

全国リスト７３５で紹介されました。

広島県では１７施設あり、呉市では老健大浜を含めて２施設だけです。

介護老人保健施設大浜

〒734-0102
広島県呉市豊浜町大字大浜字深田482番の1
TEL(0823)67-1188
http://www.seijukai-welfare.jp/

ユニット名
２階
ごうの砂
小瀬戸の石
のんどろの石
３階
二窓の下いかり
すずめの石
裏瀬戸の砂

みかん畑が見える部屋、海が一望できる部屋、居室の広さは３タイプあります。好みと目的に応じて

選択してください。

豊浜町大浜
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