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成寿会のお庭

神無月（１０月）
神無月は１０月の別名で、語源は諸説あります。もっとも有名なのが、

全国の神様が一年のことを話し合う会議のために出雲大社に集まる

ため、各地の神様が留守になることから「神無月」というもの。逆に出雲

大社では「神在月」と呼ばれています。

９月９日、特別養護老人ホーム成寿園にて、名田保育園の園児さん２７名が来園して和太鼓を

披露して下さいました。今年の年長さんが４月から一生懸命練習し成寿園での演奏が初舞台

と言う事で、桑原園長先生より「瀬戸の舞浜」は長い曲で浜辺に打ち寄せる波を感じて下さい」

との挨拶の後、一糸乱れぬ演奏が始まりました。素晴らしいバチさばきに拍手喝采歓声が上が

りました。

成寿園の彼岸花

 

、

名田保育園和太鼓演奏

法話会

桑原園長先生挨拶 大きな栗の木の下で～♪

一人ひとりに両手で持ってプレゼント

を手渡されました。「ありがとう」の声

があちらこちらから聞こえました。

赤いハッピ姿の可愛い園児さん

いざ演奏が始まると凛々しい顔に

おじいちゃん、おばあちゃん是非

運動会に来て下さいね！

「一緒に玉入れをしましょうね！」

（広成寿園）

和太鼓演奏の後、園児さんよりメッセージいりのティッシュのプレゼントと、「大きな栗の木

の下で」など３曲歌のプレゼントがありました。３曲目の「ふるさと」は天使のような透きと

おった歌声で心が洗われるようでした。

可愛い園児さん達とのふれあいの時間はあっと言う間に過ぎ名残惜しそうにされ

ていました。名田保育園の皆様本当にありがとうございました。

感動のあまり涙される方

や拍手喝采で会場は感動

の渦に

９月１７日、特別養護老人ホーム２階にて２ヶ月に1度の法話会が執り行われました。この度は、

川尻から光明寺様と仏教婦人会の方々５名様に来園して頂きました。皆様声高らかに正信偈を唱

えられお彼岸をまえに心穏やかな時を過ごされました。

光明寺様 （広成寿園）

音戸民生委員様来園

９月１０日、音戸町民生委員の方々５名様が来園して下さいまし
た。
音戸町出身で成寿園特養入所の皆様を元気付けるために
毎年この時期に来園して下さいます。記念品をおひとりお一人
に授与していただいた後は、地元の話で盛り上がり楽しい時間
を過ごされました。
音戸民生委員の皆様ありがとうございました。

（広成寿園）
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白岳ふれあいサロン敬老会

地域交流会

９月１３日、真徳会館にて行われた東福浦地区の敬老会に招待していただき

名田施設長・谷本部長・当法人地域相談センター松村の３名で出席させてい

ただきました。自治会長さんをはじめ皆様の踊りなどの出し物も盛りだくさんで

とても楽しい時を過ごさせていただきました。
ありがとうございました。

白岳真徳会館にて

（広成寿園）

成寿園の歌姫熱唱
フラダンス披露日本舞踊

９月１２日、当法人の地域相談センター松村が、広会館にて介護教室を行いました。
今回は減塩の調理実習ということで塩を使わない手打ちうどんに野菜をたっぷり乗せたサラダうどんを作
りました。塩分量は一食当たり１．９グラムとかなりの減塩メニューでしたがショウガ・ゆずこしょう・酢・ネ
ギ・セロリなどの香りでおいしくいただけました。

（広成寿園）
減塩の調理実習

サラダうどん

（広成寿園）

９月２７日、当法人の地域相談センター松村が大歳自治会館にて健康教室を行いました。今回は

認知症予防についてのお話と体操・ゲームをしました。相手の人が出したのを見て勝つように後出

しするじゃんけんをし、その後負けるように後出しするじゃんけんをしました。勝つようにはできても負

けるようにはなかなか難しく会場は笑いに包まれていました。
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敬老会

特別養護老人ホーム成寿園

宗重シケル様（１０６歳）

特別養護老人ホーム成寿園

一棟ナツコ様（１００歳）

特別養護老人ホーム成寿園

藤田ハツノ様（１０２歳）

特別養護老人ホーム成寿園

藤井照代様（１０４歳）

特別養護老人ホーム成寿園

樋口チサヨ様（１０１歳）

老人保健施設成寿園

切川クメヨ様（１００歳） 介護老人保健施設大浜

秦ハルノ様（１０６歳）

介護老人保健施設大浜

薮中ウトヨ様（１０１歳）

介護老人保健施設大浜

木谷ツエ子様（１００歳）

（広成寿園）

９月１５日、広成寿園では、１０時より特別養護老人ホーム成寿園２階にて寺岡施設長挨拶・

１０時半より老人保健施設成寿園会議室２階にて岡島施設長挨拶でそれぞれ敬老会の式典

が執り行われました。

式典の後、今年も阿賀中学校の生徒さんが来園して、ソーラン節を披露して下さいました。

躍動感溢れる踊りに感激し涙する方もあり会場全体が一つになりました。入所者さまと目線をあわせ

一緒に踊る曲もあり、心配りの生徒さんに胸が熱くなりました。

特別養護老人ホーム成寿園

千葉文子様（１０３歳）

特養家族会総会
阿賀中学校の皆様が

今年もソーラン節を熱演

デイサービス成寿園

デイケア成j寿園

デイサービス成寿園では、梅田ひよりちゃん（４才）がバトント

ワリングを披露しました。可愛い可愛い～と皆様目を細めて

喜んでおられました。

デイケア成寿園ではデイサービス小江と合同で職員８名による
ソーラン節を披露しました。パワフルな舞にうっとりとされる方や
歓声を上げる方で盛り上がりました。

９月１５日、午後１時より特養１階
にて」家族会総会が開催されまし
た。
「２５年度行事会計報告」「２６年予
算」などを話し合い、様々な意見
交換が行われました。名田総施設
長、寺岡施設長も出席し、大変有
意義な会となりました。

藤本会長挨拶のあと、今年は家
族会より、クッションをいただきま
した。代表で受け取られた方から
は「ありがとうありがとう重ねてあ
りがとう」と感謝の言葉をいただき
ました。日頃お世話をしてもらって
いる職員にも「ありがとう」の言葉
をいただきました。

～家族会より式典にて贈り物～

（広成寿園）

特養では敬老の日式典に出席された１０
０歳以上の皆様を紹介しました。会場から
は皆様の元気なお姿に驚きの声が上がり
ました。
最高齢は宗重シケル様（１０６歳）です。
おめでとうございます。

あふれる笑顔の花が咲き会場は感激の渦に！

～ありがとうございました～



 

老人保健施設成寿園

リーダー加登岡 舞

１０月１７日発表

介護実習

関前秋祭り

９月２３日、今治市関前で秋祭りが行われました。グループホーム関前に
も太鼓と笛のお囃子とともにお神輿を担いで賑やかに祭りの行列がやっ
てきました。神主さんより無病息災を願ってお祓いをして頂き、いよいよ獅
子舞がはじまると、あまりの迫力に祭り気分も最高潮に盛り上がりました。
地域の皆様との温かい交流は皆様にとって楽しみの一つです。
毎年国際大学の学生さんが参加され入所者様とも楽し
そうにお話されていました。
威勢のいい掛け声とともにお神輿はグループホーム
関前を後にされました。

広成寿園に今月は、トリニティーカレッジより２名（９月８日～１０月４
日）・黒瀬高校１年生５名（８日～１２日）、広島福祉専門学校３名（１１
日～１８日）、国立看護学校（２９日～）４名の生徒さん兼学生さんが介
護実習に来園されています。職員について介護の実習や、レクリエー
ションに参加してもらったり、日々の生活の中で実際に体験することは
生徒さんにとって大変勉強になったのではないでしょうか。
入所者様、ご利用者様にとっても、生徒さんたちとのふれあいの時間は
かけがえのないものと思います。成寿園での経験を生かして頑張ってく
ださい。

（広成寿園）

（今治市関前岡村）

１０月１５～１７日岩手にて開催の老健大会に、成寿会より、老人保健施設成寿園

リーダー加登岡が『外出支援～活き活きとした生活を送って頂くために～』というテ

ーマで発表することになりました。

加登岡より

「自分達が取り組んでいることを、外部の方々に知って頂く機会ですので楽しみにし

ています。また、他の施設の発表をしっかり聞き、当園でも活かせたらいいなと思い

ます。頑張って来ます。」との事です。成寿会の代表として頑張ってください。

この模様は来月号でお知らせしたいと思います。
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「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
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（広成寿園）

（今治市関前岡村）

１０月１５～１７日岩手にて開催の老健大会に、成寿会より、老人保健施設成寿園

リーダー加登岡が『外出支援～活き活きとした生活を送って頂くために～』というテ

ーマで発表することになりました。

加登岡より

「自分達が取り組んでいることを、外部の方々に知って頂く機会ですので楽しみにし

ています。また、他の施設の発表をしっかり聞き、当園でも活かせたらいいなと思い

ます。頑張って来ます。」との事です。成寿会の代表として頑張ってください。

この模様は来月号でお知らせしたいと思います。

グループホーム関前

老人保健施設成寿園
デイサービス成寿園

特別養護老人ホーム



「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

１１日 土 名田保育園運動会 ２０日 月 フルートアンサンブル

２７日 月 運動会 ３１日 金 ケーキ会

運動会 ハロウィン

運動会 ハロウィン

お誕生日会

９日 木 運動会 １１日～１３日映画会

１８日、２６日ドライブ ３１日 金 ハロウィン仮装大会

運動会 ハロウィンパーティー ２３日 ２４日

食事ツアー グループレクリエーション ２７，２８ ２９日

１日～秋探しのお散歩 １４日 火 運動会

２６日 日 ハロウィンパーティー ３０日 木 避難訓練

９日 木 お楽しみ会 １３日 月 遠足 １６日 １７日

２２日 水 運動会 ２８，３１日野外活動 ２０，２１ ２３日

３，７，１０日　工作 １３，１４，１６，１７日　塗り絵

２０，２４日　体操

運動会 秋祭り

おやつ作り 誕生日会

秋祭り ドライブ １１日

おやつ作り 各ユニット誕生日会

２１日 火 酒まんじゅう作り ２６日 日 いもまんじゅう作り ６，７ ９，１０日

14 １５，１８日

８日 水 お菓子作り １１日 土 大浜秋祭り

１９日 日 運動会

４日 土 かんぽの宿 １１日 土 ドライブ

１８日 土 外食ランチ １９日 日 秋の大運動会

３日 金 ミュージックベル ドライブ１７日（空港・）２１日（弘法寺） ３０日 ３１日

２４日 金 高屋にてハーモニカ演奏 ２７日 月 買い物ツアー

３日 金 高屋運動会 ２１日 火 １０月誕生日会

秋の行楽ドライブ 秋祭り

パン教室 ドライブ １日 ２日

おやつ作り マッサージ ３日

６，８，９日　コスモス花見 １３日 月 運動会

２２，２３日　ドライブ ２７，２９日　誕生会

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 渡邊奈奈

・施設訪問 西岡理事長 新田副理事長 高野理事

で訪問

広 （１０月１日）大浜・豊浜・関前 （１０月２日）

西条・小江 （１０月３日）

秋の味覚を代表する栗、旬はちょうど９月から１０月です。さま

ざまな野菜や果物が１年を通して手に入れることのできる現

在でも、今の時期しか生の栗をたべることはできません。季節

を感じるためにもぜひ食べておきたいですよね。栗はビタミン

C・カリウム・食物繊維などが豊富という果物としての特徴と、

ビタミンE・鉄・銅・マンガン・亜鉛などが豊富

なナッツ類としての特徴、そしてでんぷんが豊富という類とし

ての特徴をあわせ持っている珍しい食材です。栗数個で

ビタミン・ミネラル・食物繊維などたくさん摂取することができま

す。また、栗の渋皮煮にして食べれば、栗の抗酸化作用を逃

がさずに食べることができます。

くり


