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成寿会のお庭

「人日の節句」
中国から伝わった五節句のひとつ。昔中国では、正月１日は鶏の日、２日は

狗（犬）の日、３日は猪の日、４日は羊の日、５日は牛の日、６日は馬の日と

して、その動物を殺さずに大切にする習慣がありました。７日は人の日として

人を刑罰にかけないようにしていました。「人日の節句」は江戸時代より日本

に広まり、七草粥を食べて邪気を祓い、無病息災を祈るようになりました。

１月１日、老人保健施設成寿園２階・３階フロアーにてそれぞれ、新年の行事が行われました。

岡島施設長より「新年あけましておめでとうございます。ご利用者様の皆様にはお健やかに新年を迎えら

れたご様子でお喜び申し上げます。今年の干支の羊のいわれは群をなすことから「家族の安泰」と言わ

れ、いつまでも平和が続くとの意味もあるそうです。今年は戦後７０年の節目の年にあたります。この平

和がいつまでも続くよう願っています。私ども成寿園職員一同は皆様の安隠な生活を支援するよう努め

て参ります。今年もよろしくお願いいたします。」との挨拶の後、獅子が皆様に「おめでとうございます」と

おひとりお一人の頭を噛んでまわり無病息災を願いました。

特養ロビーに毎年飾れる生花

謹んで新年のお慶びを申し上げます

（広成寿園）



デイケア成寿園

デイサービス成寿園

デイサービスセンター小江

各施設で新年互礼会が行われました

１月１日、今年は風も吹き雪の降る寒い１日となりました。広成寿園では体調の悪い方もあり、感染

予防のため止むを得ず、例年の互礼会を中止とさせて頂きました。

各部署、フロアーでそれぞれ新年のお祝いの行事を楽しまれました。

デイケア成寿園では、岡島施設長より「新年あけましておめでとう

ございます。」と挨拶の後、お正月用に職員が手作りした鶴をあ

しらった名前入りのランチョマットで赤飯

、お雑煮などのお食事を召し上がられ

ました。

この日予定していた、例年のお屠蘇、

初詣は残念ながら中止となりました。

デイサービスセンター小江では、焼山の高尾神社に初詣に出

かけました。

雪の降る寒い日でしたが「お多福通り抜け」でも有名な神社

は初詣の方々で賑わっていました。

呉昭和高等学校美術部から奉納された開運の大きな絵馬の

前で記念写真を撮って、今年も開運招福を願いました。

今年もデイサービス小江が皆様にとって喜んで頂ける施設に

なるよう職員一同一生懸命努めて参ります。

デイサービス成寿園では、名田施設長より「おめでと

うございます。今年も一年元気で頑張りましょう。成寿

園が素晴らしい施設だと思って頂けるよう職員一同精

一杯頑張ります。」との挨拶がありました。
例年のお屠蘇、初詣などはご利用者様の感染予防な
ど考慮して中止となりました。
デイサービスの互礼会は芸達者な職員佐竹が和服
姿でお屠蘇を振る舞い「君が代斉唱、一月一日」の歌
等を披露しました。
午後からは、職員と、茶道の心得のあるご利用者様
にお抹茶を点てて頂き皆様に召し上がっていただきま
した。
けん玉なども楽しまれお正月を満喫されました。

（広成寿園）

（広成寿園）

（広中迫町）

高尾神社初詣

お抹茶を点てて

介護老人保健施設大浜

デイケア大浜

グループホーム大浜

介護老人保健施設大浜では、各ユニットごとに新年のご挨拶をしておひとりお一人にお屠蘇が振

る舞われました。和服姿の職員からお屠蘇を飲ませてもらったり、お屠蘇をグイッと一飲み美味し

そうに召し上がられる方などそれぞれにお正月を味わっていただきました。

今年も良い１年でありますようにご利用者様の健康を願って職員一同一生懸命努めさせて頂き

ます。

（豊浜町大浜）

（豊浜町大浜）

（豊浜町大浜）

デイケア大浜では、老健と同様に新年の挨拶をして皆様にお屠蘇が振る舞われました。和服姿の職

員と記念撮影する方等などもあり、お正月の行事を楽しまれました。

お昼は、梅の花を形どったちらし寿司、お雑煮などのお正月メニューのお食事を召し上がられました。

午後からは、宇津神社に初詣に出かけ、今年も健康で１年を過ごされるよう手を合わせお祈りをし

ました。

グループホーム大浜では、職員が「おめでとうございます」とおひとりお

一人にお屠蘇を振る舞い新年をお祝いしました。お昼にちらし寿司、お

雑煮、メロンのデザートを召し上がった後、午後からは、大長の宇津神

社に初詣に出かけ今年１年が無事過ごせるようにお願いしました。

それぞれ各施設では、互礼会、お正月の行事が行われました。その一部を紹介しました。
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高屋の大地成寿会

デイサービスセンター高屋

グループホーム田口 デイサービスセンター田口

高屋の大地成寿会では初めての互礼会が行われました。

（高屋町大畠）

高屋の大地成寿会では、桑野施設長より「あけましておめでとうございます。本年はひつじ年です。ひつじは

群れをなすところから「家族の安泰」を表すとされいつまでも「平和」に暮らすことを意味する動物らしいです。

入居者の皆様には、本施設の職員を家族と思って頂き、いつまでも末永く心穏やかにお過ごし頂きたいと思

っています。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。」との挨拶の後、和服姿の職員と一緒に新年をお祝い

しておひとりお一人にお屠蘇が振る舞われました。

その後、入所者の深野様が製作された獅子で皆様の頭をかんで無病息災を願いました。

獅子と一緒に記念撮影をしたり、お正月の行事を楽しまれました。

デイサービスセンター高屋・グループホーム田口・デイサービスセ
ンター田口では、狭間統括主任より「新年あけましておめでとうござ
います。今年の干支は未年です。羊は群で行動します。今年は利
用者様に目標を持っていただき、皆様・職員と一緒に取り組んでい
くサービスと共に昨年同様、笑顔あふれる利用になるよう職員一同
努めてまいります。」との挨拶の後、お屠蘇が振る舞われ今年も健
康で過ごせるよう願われました。
それぞれの施設では、獅子舞、初詣などお正月の行事を楽しまれ
ました。
今年も皆様に喜んで頂けるよう職員一同努めて参ります。

グループホーム田口では敷地内にある成
寿神社に初詣に行きました。今年も健康で
過ごせますように！と手を合わせお祈りし
ました。

成寿神社へ初詣

雪化粧の成寿神社

（高屋町大畠）

（西条町田口）

深野様製作の迫力ある獅子
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深野様製作の迫力ある獅子

成寿神社しめ縄飾り
「元合田村庄屋荒谷家屋敷跡地に合祀建立」された成寿神社

１２月１９日、田口の成寿神社で恒例のしめ縄飾りの掛け替えをを行いました。

平成１７年の開設時より地元の山本様、宮脇様に新年を迎える準備をして頂い

ています。この日は降り積もった雪があちらこちらに残る寒い日でしたが、晴天

に恵まれ、早朝よりしめ縄の飾りをして頂きました。

今では年々しめ縄を作られる方も少なくなり、しめ縄をよる藁も貴重ですがこの

めぐり合いを大切に来年もよろしくお願いいたします。
成寿神社は毎年ご利用者様をはじめ、地域の方々の参拝が絶えません。

（西条町田口）

成寿神社の由来

成寿神社は、成寿会が平成１６年５月より起工したグループホーム田口、デイサービスセンター田口の敷地造成工事中
に、敷地内で古来より祭祀鎮座していたと思われる祠が発見され、関係者の話で当敷地は江戸中期～昭和戦後の農地
改革まで長年、今の三永～田口一帯を領地所有していた元郷田村庄屋荒谷家の屋敷跡地と伝えられ、この地が歴史的
にも由緒ある名家の地所であったことが判明する基となりました。
この祠は、西岡理事長の意向で修復され丁寧に祭祀再建され、併せて無病息災・五穀豊穣を願い伊神宮の内宮神楽

殿にて、御神楽料・御饌料を収め分御霊を拝領し、開園に合わせて成寿会・地域の守り神として合祀建立されたものです。
平成１７年８月無事に開園の運びとなりました。
今回このような歴史的、由緒ある名家の地所に巡り合えた縁に深く感謝し、今後ますます誠意をつくして老人福祉に貢献
していきたいと、職員一同思っております。

広高校書道部来園

１２月２５日、老人保健施設成寿園３階にて、広高校書道部の生徒さん１０名

が来園して書道を披露して下さいました。岡島施設長より挨拶の後、「五・福・

祥・来・寿」の５文字を大きな筆で力強く書かれる姿を身を乗り出して真剣に

観ておられました。完成した文字はとても素晴らしく歓声と拍手で会場は包

まれました。

この５文字は生徒さんが一生懸命考えて選んだそうで、皆さんに福がたくさ

ん来ますようにとの願いが込められています。

広高校書道部の皆様ありがとうございました。

（広成寿園）

～クリスマスに素敵なサンタさんが来園～

プルタブで車椅子

デイケア成寿園 デイサービス成寿園

プルタブ回収とバザーへの御協力の御礼

この度、皆様の御協力のおかげで２台車イスをいただくことが出来まし

た。今回は通所介護のデイサービス、デイケアで１台ずつ大切に使わ

せていただきます。

これもひとえに皆様の御協力のおかげです。心よりお礼申し上げます。

これからも御協力をお願いします。

職員代表 先岡
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１２月某日、職員から素敵なプレゼントが届きました。

どこかで見覚えのある写真に何だろう？と開けてびっくり

なんと成寿園のお庭のタヌキが「チロルチョコ」に！！

素敵なアイデアの成寿園チロルチョコレートに感激された

理事長のお気持ちを新聞で紹介することにしました。

１１月２７日、１２月４、５日の３日間で西岡理事長が施設を訪問し、お年寄りとの触れ合いの時間を

もたれました。

また、訪問後は、各施設長、管理者、相談員からの意見・要望について話し合いをし課題について

はその場で解決しております。

ご意見・ご要望等ございましたら、各施設アンケートボックス・意見ボックスにお寄せください。

施設訪問

役員会
１２月１７日、理事、評議員、監事、施設長、事務長により、理事会、評議員会が開催され

定数出席により成立しました。

１号議案 特別養護老人ホーム成寿園新館浴室新設工事について審議され今年最後の

理事会を終えました。

(成寿会）

高屋の大地キャノピー完成

(成寿会）

関前運営推進会議
１２月１８日、グループホーム関前交流館にて、運営推進会議が行わ
れました。
関前支所職員様、家族代表様、自治会長様、民生委員様（欠席）社
会福祉協議会様、グループホーム関前職員３名により、会議が始ま
りました。
西野施設長挨拶の後、現状報告、行事計画・報告書について、支援
経過報告、外部評価についてなどの議題で話し合われました。

グループホーム関前 （今治市関前）

１２月上旬、高屋の大地成寿会にキャノピーが完成しました。
建設工事中はご迷惑をおかけしましたが、これからは雨の日
でも濡れることなく送迎が出来るようになりました。

広々としたキャノピーでお出迎え

（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。

〒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）

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

介護付有料老人ホーム

入居一時金は
いっさい

不要

「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

４４床全室

トイレ付個室

ショートステイ

１０床を併設

西条インター、

西高屋駅から

近く便利な場所
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施　　設 日 曜日 内　　容 日 曜日 内　　容

１日 木 互礼会 ７日 水 七草

１１日 日 鏡開き ケーキ会

互礼会

互礼会 書初め

お誕生日会

１日 木 互礼会・初詣 ２，３日　書初め大会

７日 水 初詣 １０日 土 鏡開き

互礼会 新年会 １５，１６ １８日

グループレクリエーション １９，２０ ２１日

１日 木 お正月遊び １２日 月 たこ製作

１８日 日 たこあげ ２９日 木 避難訓練

６日 火 初詣 ５，８日　書初め大会 １３日 １４日

２３日 金 お楽しみ会

７，１１日、１９，２３日　工作 ９日 金 新年会

８，２０，２６日　体操

初詣 福笑い大会

買い物ツアー 誕生日会

互礼会 福笑い

すごろく 書初め

初詣 おやつ作り ５，６ ７日

９，１１ １２日

２日 金 書初め ５日 月 初詣

１７日 土 誕生日会　手作りおやつ

１日 木 互礼会 ２日 金 初詣（成寿神社）

７日 水 七草粥 １１日 日 鏡開き

１，２日　初詣 ９日 金 ミュージックベル ２２，２３ ２６日

１２日 月 鏡開き　おやつ作り １３日 火 買い物ツアー　三原 ２７日 ２８日

１日 木 互礼会 誕生日会

おやつ作り

互礼会 ボランティア

初詣 おやつ作り

１，２日　初詣 ５，２６日　誕生日会 ２９日 ３０日

１３日 火 おやつ作り １９日 月 ドライブ

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

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

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

成寿会行事予定

（１月１日）

厨房より

管理栄養士 背戸郁美

・互礼会 鏡開き

鏡開きは、１月１１日に行われます。お供えしていた

鏡餅を下げて、神様のお下がりとして、お雑煮やお

汁粉に入れて食べることで、一年の無病息災を祈る

行事です。餅は、刃物ではなく手や木槌えを使って

割ります。しかし、「割る」という表現は縁起が悪い

言葉なので、末広がりを意味する「開く」という言葉を

使います。


