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（広成寿園）

７月６日、特別養護老人ホーム成寿園２階に、桑原先生他２名の先生方と、紅組の園児さん２６名が来園して
七夕飾りをして下さいました。園児さんと一緒に入所者の皆様も飾りつけをして、天井まで届くような七夕飾り
が完成すると入所者の皆様から歓声が上がりました。
その後は、七夕の曲のハーモニカ演奏と、歌のプレゼントがありました。「ありがとうの花」は歌に合わせて手
話をされ心に響く歌声に涙する方、手拍子をしながら口ずさまれる方など皆様感激されていました。

成寿会のお庭
盂蘭盆会（うらぼんえ）７月１３日～１６日
「盂蘭盆会」とはお盆のことで、先祖の霊を供養する行事です。「盂蘭盆経」という仏
教の経典の伝説に由来しています。それは、釈迦の弟子の日蓮が餓鬼道に堕ちた
亡き母を救うために、７月１５日に僧侶たちを招いて供養したというもの。日本には
７世紀に伝わり、もともとあった祖霊祭祀と結びついた行事となりました。
広成寿園 金目孟宗竹

（広成寿園）

（広成寿園）

園児さんと一緒に飾りつけ

あちらこちらから「可愛いね～可愛いね～」の声が

七夕飾りの後、ハーモニカ演奏と歌に感激

何ともいえない笑顔で聴き入られていました

職員とハイタッチでお別れして帰途に

手話をしながら天使の歌声

（広成寿園）
６月２９日、呉三坂地郵便局長 荒木 博也様、元局長 荒木 瑞穂様、広本町郵便局 河越良祐様より、
カサブランカの鉢植えを頂きました。
成寿園開園と同時より２１年間この時期に寄贈して頂いております。特養ロビーに飾らせていただいた
蕾みが次から次に開花すると、ホールいっぱいが良い香りに包まれます。ご利用者様、ご家族様、皆
様の目の保養になり、毎年楽しみにしております。昨年頂いた球根も職員が育て今年も花を咲かせて
います。

,

右より
荒木博也様
河越良祐様
寺岡施設長

デイサービスセンター高屋
６月１５日、デイサービスセンター高屋に「パ
レット」の方々が来園され、コンサートを行っ
てくださいました。
「あめふり、ほたるこい」など季節にあった曲
の演奏に手拍子されたり、一緒に歌ったりと
楽しい時間を過ごされました。色々な曲に
皆様喜ばれました♪
パレットの皆様素敵なコンサートをありがとう
ございました。

デイサービスセンター成寿園のご案内
（広成寿園）

行事・活動内容

陶芸教室
介護ケアセラピー

デイサービスの１日の過ごし方
８：３０
お迎え
９：００
健康チェック
お茶・入浴
１２：００ お食事
１３：００ 体操・レク
１４：００ おやつ
１６：３０ お見送り

○主菜はお好みの食事を選択可能
○特別食の対応も可能です
○入浴は特浴・普通浴対応
○マッサージ機・ウォーターベッド設置
○陶芸教室（月２回 火曜日）
○季節感を味わえる行事
○お誕生日特典
お誕生日会を兼ねて一灯庵でお抹
茶をどうぞ
似顔絵のプレゼント
有資格者による介護ケアセラピーの マッ
サージの提供など
○手作りのおやつ作り
○脳トレで脳の活性化
一瞬の笑顔を引き出せるよう職員一同努め
ます。

日替わりレク
セレクトメニューのお食事

ご利用者様の声

○一人では、家の周辺でも外出
することができないが、デイサー
ビスへ行けば一緒に散歩ができ
気分転換になります。
○一人暮らしなので成寿園のご
はんで栄養がバランスよく補給
できています。
○ウォーターベッドがあるので腰
痛が和らぎ気持ち良いです。
○昔からの友人と隣に座って過
ごせて楽しいです。

職員紹介
私、デイサービスセンター成寿園介護主任の梅田義康と申します。
現在、成寿園に入社して１８年目に入りましたが、去年の６月より
デイサービスにて業務させて頂いております。以前は、デイケアでの
業務をしておりましたが、利用者様の利用目的も違っており、より利
用者様一人ひとりの信頼関係を築く事が大切と感じ、御本人様や御
家族のニーズにお応えし、満足頂けるサービスを行える様、今後も
精進して行こうと思います。
また、一昨年前に介護セラピーの資格も
取得しマッサージによる利用者様とのコ
ミュニケーションも図って行けたら・・・と
思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

デイサービスセンター成寿園
介護主任梅田義康

お問い合わせ
デイサービスセンター成寿園
ＴＥＬ（０８２３）７１－８５００
担当 梅田
随時見学も承ります
お気軽にお電話ください。

（ 広成寿園）
デイケア成寿園・デイサービス成寿園・ケアハウス成寿園

６月２０日

６月２０日、一灯庵にて６月生まれのお誕生日会を行いました。デイケアご利用者様、デイサービスご利用者様、
ケアハウス入居者様６名でお誕生日会を行いました。今月のプレゼントの小物入れを一緒に作り、職員手作り
の写真立てにその日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。皆様大変喜んでくださり、ケアハウス入居者吉岡様には「大漁節」等２曲を、デイケアご
利用者浜本様は｛花のワルツ」のメロディーでご自分が作詞された「成寿園の歌」を披露して下さいました。素敵
な歌に心温まるひと時でした。

一緒に作った小物入れ、職員手作りの写真立て、
花束のプレゼントでお祝いした後、記念撮影

デイサービスセンター小江

６月１６日

６月１６日、デイサービスセンター小江の皆様は、一灯庵にて６月生まれの野田様のお誕生日会を行いました。
今月のプレゼントの小物入れを一緒に作り、職員手作りの写真立てにその日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。この日は野田様の娘さんも参加し
て下さり、大変喜んで頂きました。笑顔がいっぱいの楽しい時間を過ごされました。

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・谷本

創立記念式典に出席しました。
絵画教室でもお馴染みのボランティア
の先生に感謝を込めてお花を贈呈し 梅雨に入り雨の日が続いておりまし
ました。
たが、晴れた日には園庭を散歩し
に出かけています。

6月の第３日曜日は
父の日。おつまみ片
手にノンアルコール
ビールをあおり、カラ
オケを楽しみました。

６月生まれの方は３名
いらっしゃいました。皆様
おめでとうございます！
皆様と一緒にちぎり絵を作成し
ております。

7月 行事予定

グループホーム田口

◎名田保育園慰問
◎納涼祭

◎誕生日会
◎法話会

（西条町田口）

お茶席をもうけました。本格的なお抹茶と季節の花や
果物を模した和菓子に皆さん感激！お茶の心得のある方
も多く、一服されたあとは『結構なお点前で…』と褒めの
お言葉まで頂戴いたしました。

グループホーム関前

（今治市関前岡村）

関前の皆さんに入居者のお孫さんがエステをし
て下さいました。
皆さんいつも以上に綺麗になられ、とても喜ば
れていました。

居酒屋
介護老人保健施設大浜

（ 豊浜町大浜）

今回、大浜に居酒屋がオープン
しました。女装した店員さんがお
父さんたちにお酌をしてまわりま
した。美味しいおつまみも並び楽
しく過ごしました。いつもありが
とうございます。

デイサービスセンター豊浜

（ 豊浜町豊島）

今年もやってきました。うっとしい梅雨を吹き飛ばそうと皆で【てるてる坊主】を作りました。
頭の中に入れる新聞をま～るく丸めるリハビリから思い思いに顔を書いていきます。何となく自分に似
ていたり願望なのか髪の毛もそれぞれ個性的です。「私よりも可愛いく出来た」と素敵な洋服を着せて
もらいました。「水は必要だけど多くはいらん。」との声も聞かれました。 見ているだけで楽しくなりま
すんね。 あ～した、てんきにな～れ！

虫歯予防デー（ブラッシング指導）
６月４日は虫歯予防デーです。成看でも１日３回歯
みがきをしています。しっかり歯みがきして虫歯に
ならないよう気をつけて行きたいです。

広成寿園納涼祭

７月２３日（土）１９：００～２０：３０

７月２３日、広成寿園納涼祭を開催いたします。
「納涼祭実行委員会」を結成して開催することとなり、有志職員が協力して
祭りを盛り上げて参りますので皆様のご協力の程宜しくお願い致します。
地域の皆様、御家族の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

成寿会行事予定

厨房より

＊実行委員
梅田 義康
高田 努

成寿会行事予定
・名田保育園来園（６日）
・法話会（２０日）
・納涼祭（２３日）
・陶芸教室

厨房より
・理事長施設訪問
大浜、豊浜、関前（２２日）
広（２５日）
東広島市（２６日）

トマト
夏野菜として知られるトマトは、肉や魚料理の相性が良く、
栄養価も高い食材です。トマトの赤い色素成分の「リコピン」
は、抗酸化作用があり、老化防止や発がんを抑える効果が
あります。
また、酸っぱさのもとになっている「クエン酸」は、夏バテなど
疲労回復に役立ちます。おいしいトマトを選ぶには、皮に色
ムラがなく、ツヤとハリがあるもの。また、ヘタの緑色が濃く、
重みがあるものが良いです。
管理栄養士 多賀谷雅美

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）

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）

・名田保育園来園（６日）
・法話会（２０日）
・納涼祭（２３日）

・名田保育園来園
・誕生日会
・納涼祭
・法話会

デ イサービス成寿園（広成寿園）

ケアハウス（広成寿園）

・七夕（７日）
・映画会（９、１０日）
・おやつ作り（１５日）
・そうめん流し（１８、１９、ｎ２０日）

・名田保育園来園（６日）
・法話会（２０日）

成看託児所

デ イサービス豊浜（豊浜）

・七夕製作（１日）
・七夕パーティー（４日）
・七月生まれの誕生日会（５日）
・水遊びスタート（２１日～）
・身体測定 避難訓練（２７、３０日）

グルー プホーム大浜（大浜）

・七夕会（６，７日）
・ドライブ（１２日）
・お楽しみ会（２２日）
・スイカ割り大会（２５日）
・のど自慢大会（毎日）

介護老人保健施設大浜（大浜）

・七夕
・お楽しみ会
・誕生日会
・おやつ作り

・七夕
・風鈴作り
・ドライブ
・おやつ作り

＊行事はユニットの
特性を生かし、各ユ
ニットで行います。

老人保健施設成寿園ユニット(広成寿園）
・七夕（７日）
・お菓子作り（１８日）
・納涼祭（２３日）

デ イケア成寿園（広成寿園）
・七夕（７日）
・誕生日会（１５日）
・おやつツアー（２９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！！

生活支援ハウス（豊浜）

・七夕飾り
・いっぱい会話する会

デ イケア大浜（大浜）
・おやつ作り（４日）
・陶芸教室（８日）
・お誕生日会（１８日）
・陶芸教室（２２日）
・すいか割り（２７日）

・
グルー プホーム関前（関前）

グルー プホーム田口（西条町田口）
・七夕様（６日）
・ドライブ（１１日）
・おやつバイキング（１７日）
・そうめん流し（２３日）

・七夕（７日）
・手作りおやつ（１９日）
・お誕生日会（２５日）

高屋の大地成寿会
（高屋町大畠）
・七夕行事（７日）
・おやつ作り
・手芸クラブ
・書道クラブ

シ ョート
・お茶会
・おやつ作り
・習字
・園芸
・七夕

デ イサービス高屋（高屋町大畠）
・七夕行事（７日）
・ハーモニカ来園（１１日）
・そうめん流し（２０，２１日）

デ イサービス田口（西条町田口）
・ドライブ（７、８日）
・陶芸教室（１２、１４日）
・おやつ作り（１３日）
・買い物ツアー（１８、１９日）
・誕生日会（２９日）
・毎週月、木マッサージ

デ イサービス小江（広中迫）
・七夕（７日）
・おやつ作り（１２日）
・かき氷（２０日）
・お買い物ツアー（２９日）

