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成寿会のお庭

（広成寿園）

７月１７日、大段建設会長様、谷様のご紹介により呉市・東広島市より１３名の皆様に来園して

いただきました。

施設見学の後、一灯庵にて施設の食事を召し上がって頂きました。施設に関する質問や何年

ぶりに会われた皆様同士の会話が弾み、終始和やかな雰囲気の中で、地域交流会をすること

が出来ました。呉のサロンにも来て欲しいとの要望もあり今後交流の輪が広がればよいと思い

ます。

八朔（はっさく）
８月朔日（ついたち）を指し、「田の実の節句」とも呼ばれます。農村などでは世

話になった人」に初穂を贈る風習がありました。「田の実」とは稲の実のことで、

稲の実りを田の神に感謝して行われていたものが、「田の実」＝「頼み」となり、

世話になった相手に感謝を伝える日となったといわれています。

高屋の大地 銀杏（いちょう）

 

一灯庵にて地域交流会・施設見学会 ７月１７日

（広成寿園）

一灯庵にて施設の説明をした後、館内を見学して頂きました。

皆様、熱心な方達で「介護教室で呉にも来てもらえるか？」「特養

待機者がどれくらいか？」等各種質問がありました。

呉市内の民生委員・サロンの役員の方等が来園されましたので、

今後、出張での説明会や体験などの問い合わせが入る予定です。

食事の後、職員が点てた抹茶を召し上がって頂きながら会話も

弾みました。

遠方よりお越し頂きありがとうございました。

仁方神町自治会様地域交流会・施設見学会

７月９日、木村様にお世話して頂き、仁方神町自治会の皆様１０名

が来園してくださいました。老健地下１階地域交流スペースにて地

域交流会・施設見学会を行いました。名田総施設長挨拶の後、館

内を見学して頂きました。

施設の食事を召し上がられた後、午後からは、福祉に関する質問

が次から次に飛び交い熱のこもった交流会となりました。

マッサージの体験をしてもらったり、職員が点てた抹茶を召し上がっ

て頂きました。

施設のお庭で散歩を楽しまれた後、帰途につかれました。

お暑い中、来園して下さりありがとうございました。

７月９日
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名田ニコニコふれあいサロン様
７月１９日

７月１９日、特養４階にて、岡野会長様の紹介により名田ニコ
ニコふれあいサロンの皆様１５名に来園して頂き施設見学と
地域交流会が行われました。２班に分かれて館内を見てい
ただき、名田総施設長・管理栄養士からメニューの説明の後、
施設の食事を召し上がって頂きました。
午後からはカラオケを楽しんで頂き、皆様歌の上手な方ばか
りで聴き惚れながら、職員が点てた抹茶を召し上がって頂き
ました。最後に名田ニコニコふれあいサロン恒例の「ふるさ
と」を皆様で歌いました。
地域相談センター担当の松村より、是非、園に遊びに来て下
さいとのお願いをして、地域交流会を終えました。

法話会

７月１６日、特別養護老人ホーム成寿園２階にて法話会が行われました。真光j寺御住職様、仏教婦人

会の方３名様が来園して頂きました。ご法話では今日１６日は親鸞様の月命日であり、７月２６日が成

寿園の納涼祭と言う事で「お盆」についてお話しして下さいました。

（広成寿園）真光寺様
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（広成寿園）
踊る・跳ねる・笑顔の輪

７月２６日広成寿園にて納涼祭が執り行われました。今年は、デイケア若宮と管理栄養士永井が司会

をつとめ、

岡島施設長の挨拶で幕を開けました。地域の皆様、ボランティアの皆様、各施設から多数の職員を招

待し、賑やかに開催されました。

園庭にやぐらを組み、夜店ではたこ焼き・わた菓子・職員手作りのバザーなどで賑いました。盆踊りで

は、藤間利鳳一門の皆様を先頭に入所者様、地域の皆様、職員が輪になって「炭坑節」など３曲を踊

り、笑顔が溢れました。カラオケ大会で自慢ののどを披露された後、成寿園ソーラン隊が祭りを盛り上

げました。その後一等テレビの当たるお楽しみ抽選会で一喜一憂された後、線香花火を楽しんで頂き

ました。最後に夜空に打ち上げ花火が上がり今年の納涼祭は幕を閉じました。

盆踊り

カラオケ大会 お楽しみ抽選会

一等テレビが当たってニッコリ

新本希人様特養代表村上様熱唱

花火大会

地域の皆様、ボランティアの皆様、来賓の皆様、デイケア・デイサービスご利用者様、ご家族様、暑い中、納涼

祭に来園下さいましてありがとうございました。今後も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。御希望があれば随時日程を調整しながら施設見学・

交流会を行いますのでよろしくお願い致します。

お問い合わせは ℡ ０８２３－７１－８５００ 谷

線香花火を楽しまれました
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プルタブ回収・バザーで車椅子

総勢２６名の職員・家族・成看の子供達がこの日の為に、一生懸命
練習して「ソーラン節」「平清盛（ヘイセイセイ）呉」の２曲を披露しまし
た。園庭を囲んで所狭しと踊る力強さに感激し会場全体が笑顔で溢
れました。子供達の頑張る姿、躍動感溢れる舞にパワーと元気をも
らいました。

普段とは違う職員の姿にご利用者様も大変喜ばれていました。

納涼祭にて職員先岡より皆様にお礼の挨拶

プルタブ回収についての御礼とご報告をさせていただきます。

回収を始めましてこの７月で５年３ヶ月になります。小さなプルタブ

ではありますが、みなさまの暖かい大きなご協力の輪によりまして

これ迄に１トンあまりのプルタブが集まりました。

このプルタブの換金とバザー売上げ金を合わせて車椅子を１０台

いただくことが出来ました。

特養、老健で５台づつ大切に使わせていただきます。これもひとえ

に皆様のご協力のおかげです。心よりお礼申し上げます。

これからも御協力をお願いいたします。

感謝

一致団結

かき氷・わた菓子などの

夜店・バザーも賑いました
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Ｂタイプ居室

Ａタイプ居室

「介護が重度」になった場合でも、同様に施設内での生活が続け
られるよう特浴や介護器具を設置し、看取りの要望があればでき
る限り応えていきます。
緑豊かな高屋の大地に５月開設した「介護付き有料老人ホーム高

屋の大地成寿会」ご希望の方は是非、施設見学においで下さい。

介護度の高い方でも、リフトを使

用することにより、ベッドから車

椅子・トイレへの移動が可能とな

り、利用者様の負担も軽減でき

ます。

リコロール（リフト）

デイサービスセンター高屋

デイサービスセンター高屋に、カラオケクラブ様（７月９

日）・天翔会様（７月３０日）が来園されました。圧巻の演奏

と歌声で、楽しく、そして懐かしい曲にまったりとあっという

間の時間を過ごす事ができました。ひょっとこ踊りは、とて

もユニークな踊りで、とても盛り上がったひと時となりました。

デイサービスセンター田口のご利用者様も一緒に楽しまれ

ました。

またの御来園をお待ちしております。

（東広島市高屋町大畠）



「元気に自分らしく生活できる場」と「介護を受ける場」が一緒

になった穏やかに楽しく過ごせる”生活の場”です。

西条インター、西高屋駅から近く便利な場所です。

〒７３９－２１０４ 広島県東広島市高屋町大畠１２９－３

ＴＥＬ（０８２）４３０－７０００
http://www.seijukai-welfare.jp/

(担当 ： 竹内・寺田）

入居者募集中

月額利用料 136,000 円～

種々娯楽場所(カラオケ室、喫茶、地域交流室等)を設けてお

ります。また、たくさんの”楽しみの場”(陶芸教室、パン作
り教室、外出行事等)も提供していきます。「介護が重度」
になった場合でも、同様に施設内での生活が続けられるよう

特浴や介護器具を設置し、看取りの要望があればできる限り
答えていきます。

当法人が、これまで

２０年の間培ってきた

介護サービスの精神で、

みなさまがたに安心で

充実した暮らしをご提

供いたします

＊食費および管理費については、上表金額の他に消費税８％がかかります。

＊特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護保険事業ですので、別途介護支援費をいただくことはありません。

＊上表の月額合計金額以外に、必要に応じて以下の費用がかかります。

個別機能訓練加算：１２円／日、 夜間看護体制加算：１０円／日、 医療機関関連加算：８０円／月、

介護職員処遇改善加算：介護保険自己負担額の３％（いずれも介護保険適用時の加算項目）

＊その他、特別に何かご希望される場合、費用の実費は別途かかります。詳しい料金についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

入居一時金はいっさい不要



施　　設 日 曜日 内　　容 日 曜日 内　　容

8日 金 音楽療法 １８日 月 かき氷

２２日 金 音楽療法 ２９日 金 ケーキ会

スイカ割り かき氷

かき氷作り すいか割り

お誕生日会

１０日～１６日カキ氷 １７日～２１日綿菓子

２５，２６、２７日映画会

グループレクリエーション 夏祭り １日 ２日

スイカ割り 買い物ツアー・食事ツアー

1日 金 プール遊び 22日 金 手作りおやつ

23日 土 ８月生まれの誕生日会 25日 月 身体測定

５，６日そうめん流し日 １４日 木 スイカ割り大会 ２９日

２０日 水 お楽しみ会 ２９日 金 オセロ・将棋大会

５，１８日体操 １３日 水 盆踊り

１１，１２日工作 誕生日会

おやつ作り すいか割り

夏祭り

6日 水 夏祭り アイスクリン屋さん

ところてん屋さん わらびもち屋さん

6日 水 大浜夏祭り おやつ作り ２２日 ２３，２５日

２６，２７ ２８日

5日 火 手作りおやつ 6日 水 人形劇

12日 火 流しそうめん 20日 水 夏祭り

2日 土 郷田　夏祭り 6日 水 ミニ花火大会

13日 水 盆法要 23日 土 納涼祭

５，６日そうめん流し １９日 火 ドライブ ８，１１ １２日

２１日 木 ミュージックベル ２６，２７日夏祭り １３日 ２１日

９日 土 高屋夏祭り ２９日 金 誕生日会

ドライブ ボランティアクラブ １６日 １７日

サン広島ボランティアクラブ おやつ作り １８日 １９日

かき氷11日～15日 22日 金 誕生日会 ４日 ５日

28日 木 おやつ作り 29日 金 おやつ作り ６日

パン教室

広

特別養護
老人ホーム

老人保健施設

老人保健施設ユニット

ケアハウス

デイサービス

デイケア

託児所

豊浜

デイサービス

生活支援ハウス

大浜

グループホーム

老人保健施設

デイケア

高屋 デイサービス

小江 デイサービス

関前 グループホーム

田口

グループホーム

デイサービス

高屋 高屋の大地

成寿会行事予定 厨房より

管理栄養士 加登春香

シソ
薬味や刺身のつまとして利用される青じその葉は、古

来からいわば和風ハーブです。

ビタミン・ミネラル類を多く含み、特にカロテンとビタミン、

カルシウムの量は野菜の中でもトップクラスです。

香り成分のぺりルアルデヒドは、異臭神経を刺激し、胃

酸の分泌を促し食欲を増進させる効果があります。

葉を細かく刻むことで、薬効が一層高まるので刻んだ

ものをおむすびやパスタに混ぜたり、和え物やサラダ

に使用するのもおすすめです。

・合同慰霊祭 ８月６日

・施設訪問 西岡理事長 新田副理事長 高野理事

名田総施設長 以上４名で訪問

高屋 田口 小江 （８月１日）

「元気に自分らしく生活できる場」と「介護を受ける場」が一緒

になった穏やかに楽しく過ごせる”生活の場”です。

西条インター、西高屋駅から近く便利な場所です。

〒７３９－２１０４ 広島県東広島市高屋町大畠１２９－３

ＴＥＬ（０８２）４３０－７０００
http://www.seijukai-welfare.jp/

(担当 ： 竹内・寺田）

入居者募集中

月額利用料 136,000 円～

種々娯楽場所(カラオケ室、喫茶、地域交流室等)を設けてお

ります。また、たくさんの”楽しみの場”(陶芸教室、パン作
り教室、外出行事等)も提供していきます。「介護が重度」
になった場合でも、同様に施設内での生活が続けられるよう

特浴や介護器具を設置し、看取りの要望があればできる限り
答えていきます。

当法人が、これまで

２０年の間培ってきた

介護サービスの精神で、

みなさまがたに安心で

充実した暮らしをご提

供いたします

＊食費および管理費については、上表金額の他に消費税８％がかかります。

＊特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護保険事業ですので、別途介護支援費をいただくことはありません。

＊上表の月額合計金額以外に、必要に応じて以下の費用がかかります。

個別機能訓練加算：１２円／日、 夜間看護体制加算：１０円／日、 医療機関関連加算：８０円／月、

介護職員処遇改善加算：介護保険自己負担額の３％（いずれも介護保険適用時の加算項目）

＊その他、特別に何かご希望される場合、費用の実費は別途かかります。詳しい料金についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

入居一時金はいっさい不要

























































 


