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左より

呉三坂地郵便局

局長 荒木博也様
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局長 向井則之様

広島呉地区

郵便局長会副会長
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呉阿賀北郵便局

局長 折本大輔様

呉広大新開郵便局

局長 渡邊一司様

１１月１１日、中国地方郵便局長協会様より４台の車椅子の贈呈を受けました。中国地方

郵便局長会理事向井則之様を始め、荒木局長様、和田局長様、河越局長様、折本局長様、

渡邊局長様が来園され、特別養護老人ホーム成寿園１階ロビーにて、贈呈式が執り行われ

ました。中国地方郵便局長理事向井様より、ご挨拶の後、新田副理事長、名田施設長へ贈

呈されました。

皆様のお気持ちに感謝して、４台の車椅子は大切に使わせていただきたいと思います。

いよいよ年の瀬。忘年会のシーズンです。

１２月の別名は「終月、臨月、果ての月」などの別名があります。

忘年の意味

「忘年」という言葉は、古くは古代中国の書物「荘子」にみられます。ただ、この「忘年」

は１年を忘れるのではなく、年齢を忘れることを表したものです。年齢による上下関係

を気にしないという意味で「忘年」が使われることもあります。

（広成寿園）

一灯庵（広成寿園）

 

（広成寿園）

中国地方郵便局長協会様より車椅子贈呈式

折本局長様の司会で贈呈式が

執り行われました。

新田副理事長より、お礼の挨拶

特別養護老人ホーム成寿園１階ロビーにて

地域の輪・和・環プロジェクト

公益社団法人「小さな親切」運動本部 道府県本部 市町村支部

特別養護老人ホーム成寿園１階ロビーにて

１１月１４日、呉市社会福祉協議会様より、地域福祉課課長田中秀樹様、主事越智美幸様が来園され車椅

子を寄贈して下さいました。「地域の輪・和・環プロジェクト」公益社団法人「小さな親切」運動本部より当法人

に車椅子を寄贈して頂くこととなりました。「小さな親切」運動のスローガンである「できる親切はみんなでしよ

う それが社会の習慣となるように」のお気持ちに感謝して、車椅子は大切に使わせていただきたいと思いま

す。本当に有難うございました。

呉市社会福祉協議会

左から２番目

課長 田中秀樹様

左から１番目

主事 越智美幸様

新田副理事長

寺岡施設長
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阿賀保育園和太鼓来園 （広成寿園）

１１月２０日、社会福祉法人きらら福祉会理事長奥原禮子様はじめ、阿賀保育園の園児さん３０名と大年園長以下

先生方、そして阿賀連合女性会が広成寿園に来園して下さいました。

特別養護老人ホーム成寿園２階にて、理事長奥原禮子様挨拶の後、「おじいちゃま、おばあちゃま」の歌に続いて

、和太鼓の演奏「波流（はる）」が元気の良い掛け声とともに始まりました。一糸乱れぬ素晴らしい音色が心に響

き渡り、感動のあまり涙する方もおられました。「上手じゃったよ～」「ありがとう」と拍手が鳴りやみませんでした。

その後、子供達から手作りのペンダントがおひとりお一人にプレゼントされ、「ふれあいあそび」では子供達と握手

をしたりハグをしたりと会場は笑顔笑顔の花が咲きました。

毎年のご来園ありがとうございます

奥原禮子様挨拶 いざ演奏が始まると可愛い園児さんの顔が、きりりと引き締まり

３０名の園児さんによる演奏は圧巻で迫力があり見事でした。

「ふれあいあそび」で園児さんたちと

歌ったり踊ったり♪
名田施設長よりお礼の挨拶の後、園児さんたちは「ありがとうござい

ました」と挨拶をしてバスに乗って園に帰られました。



 

一灯庵にて地域交流会・施設見学会

介護お困り座談会

１１月８日、成寿園にて介護お困り座談会を行いました。いつもは毎月第二土曜日に広公民館にて介護

に興味のある方に参加いただき各地域相談センターが交代で２０分ほどテーマに沿った介護講座をし、

その後みなさんで座談会を行っていますが１１月は文化祭のため広公民館が使えないので例年施設見
学をしています。今年は成寿園の施設見学をしていただきました。特養・老健・ケアハウス・デイケア・デ

イサービスを見学していただいた後、利用者様と同じ昼食を召し上がっていただきました。参加者の方は

「勉強になった。」「施設見学ということで切羽詰まったものもあって暗い気持ちで来たがとても楽しかっ
た。」と話し皆さん笑顔で帰りのバスの中も話に花が咲いていました。

（広成寿園）

（広成寿園）

１１月１９日、 呉より１０名の皆様が来園して下さいました。一灯庵に
て新田副理事長挨拶の後、施設のお食事を召し上がって頂き、２班に
分かれて館内を見学して頂きました。施設見学が初めての方もおられ、
「分かりやすい説明で来て良かった」と喜んでおられました。その後は
職員が点てた抹茶を召し上がって頂き、とても美味しいと好評でお点
前も熱心にご覧になられていました。
今後も地域の皆様との交流の場をもてればと思っております。

ご希望があれば随時日程を調整しながら施設見学・交流会を行い

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 谷本



成寿会芋掘り行事

（広成寿園）

（広成寿園）

フラワーアレンジメント

デイサービス成寿園・成看託児所

国産花きイノベーション推進事業～園芸福祉講習～

１１月２０日、デイサービスセンター成寿園にて、フラワーアレンジメントの講習が行われました。この講習は広島中央ヤク

ルト販売株式会社の安東様のご好意により農林水産省補助事業の一環として開催されているものです。講師に西田素子

様、助手の西田様、瀬戸口様、園芸福祉士の資格を持つ職員が手伝いをしてデイサービスのご利用者様が簡易なフラ
ワーアレンジメントに挑戦されました。まずは皆で体操の後、先生の説明通りにハサミで花を切ります。一つ作業が終わる

と、先生から「出来た人は左手を上げて～」と言われると「はーい」と元気よく手が上がります。皆様が夢中になって植物に

触れ花を活ける姿は輝いていました。完成後のアンケートも楽しそうに答えられ、「またやりたい」との声が上がりました。
皆様ご自分でで作った作品に満足のご様子で、男性のご利用者様は奥様へのプレゼントにすると喜んでおられました。

自宅に帰られても手入れする楽しみもあり植物に触れることの素晴らしさを教えて頂きました。

今年も成寿会の行事として、大浜にて芋ほり収穫祭を開催しました。各施設ごと日程を決めて参加されました。

１１月４日デイサービス成寿園のご利用者様と成看託児所の子供達が大浜

へ、芋掘りに行かれました。地域交流センターにて昼食を召し上がって頂い

た後、鍬を手に芋を掘られました。
成看の子供達も一生懸命芋ほりを体験しました。大きな芋がたくさん収穫で

きました。

各施設では収穫したさつま芋でいろいろなおやつ作りを楽しまれます。

広島中央ヤクルト販売（株）安東様挨拶



 

秋祭り

法話会 （広成寿園）

１１月１９日、特別養護老人ホーム成寿園２階にて、法話会が執り行われました。浄念寺ご住職安達高明
様、仏教婦人会の方３名様にお越し頂きお経を上げて頂きました。
ご法話では浄土真宗を一言で言うと「ける・かる」です。「ける」は助ける。「かる」は助かる。という意味であ
るとのお話し、「尊い命」のお話をして下さいました。

浄念寺様

（広成寿園）

１１月１５日、広成寿園にて秋祭りが開催されました。今年はデイサービス職員佐竹が神主を務め、館内を赤
いハッピ姿の職員が、神輿を担ぎ、太鼓を叩き笛を吹きながら練り歩きました。神主より無病息災を願ってお
祓いをしてもらうと皆様感激しておられました。また、入所者様も我も我もとバチさばきを披露され大変盛り上
がりました。一灯庵でコーヒー、抹茶を召し上がりながら寛がれる方や、職員によるバザーを楽しまれる方で
賑わいました。

一灯庵にてこの日は和服
姿の職員がお手伝い 見事なバチさばきを披露

各部署にて祝詞をあげてお祓いを

青空コンサート in小谷SA デイサービスセンター田口

デイサービスセンター田口では１１月３

日小谷サービスエリアで、青空コンサー

トがあり、ドライブがてら行ってまいりま

した。楽団の演奏や、太鼓の演奏等

様々なプログラムが組まれており、とて

も天気が良く、風が心地よい日でした。

和太鼓の音が響き、外で聴く音楽に皆

様喜ばれていました。

（西条町田口）



「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

１９日 金 ケーキ会 ２４・２５日　クリスマスケーキ作り

２６日 金 もちつき １２、２６日　音楽療法

クリスマス会 餅つき

クリスマス 餅つき

ご当地グルメ

お誕生日会

８日 月 おやつ作り １１日 木 買い物ツアー １，２ ３日

１３～１５日　映画会 ２４日 水 クリスマス会 ４日 ５日

焼き芋 餅つき

クリスマス会 演奏会

２，８日　クリスマス製作 ４日 木 １２月生まれの誕生日会

２３日 火 クリスマスパーティー ３０日 火 年末大掃除

１１日 木 工作 １７日 水 おやつ作り

２２日 月 お楽しみ会 ２６日 金 クリスマス会

５，１１，１６，１８日　工作 １９日 金 クリスマス会

２，１０，２４日　体操

クリスマス会 おやつ作り

買い物ツアー

クリスマス会（紅白歌合戦） 餅つき大会

各ユニット誕生日会

おやつ作り クリスマス会 ２９日 ３０日

１３日 土 誕生日会 １８日 木 おやつ作り

２０日 土 社協クリスマス会 ２４日 水 クリスマス会

９日 火 忘年会 ２１日 日 ケーキ作り

２５日 木 クリスマス会 ２７日 土 餅つき大会

９，１５日　おやつ作り １０，１６日　ドライブ １５，１６ １７日

１９日 金 ミュージックベル ２３日 火 買い物ツアー １８日 １９日

２日 火 外食ドライブ ９日 火 １２月誕生日会

クリスマス会 ２６日 金 餅つき大会

ボランティアカラオケ もちつき ２２日 ２３日

クリスマス会 おやつ作り ２６，２７ ２８日

１２日 金 オカリナ演奏会 ２５日 木 クリスマス会 ８日 ９日

１１日 １２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 石畠美紀

真鱈（まだら）

１２月に旬を迎える魚に、真鱈（まだら）があります。鮭

と並ぶ北国の魚で、大きいものだと１ｍ以上にもなりま

す。切り身であれば、古くなるほど身が白くなる為、う

っすらと透明感があるものを選ぶと良いです。

鍋物の定番といったイメージですが、身が淡泊な為、

油との相性も良く、フライや唐揚げ、また、ムニエルと

いったオイルと絡めるような焼き物にしても美味しくい

ただけます。

・施設訪問

西岡理事長・新田副理事長・高野理事で訪問

広 （１２月４日）

大浜、豊浜・関前 （１２月５日）


