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広成寿園

３月３日、高屋の大地成寿会にてひなまつりの行事が行われました。各フロアーそれぞれ趣向をこらしてお内裏様と

お雛様になって記念写真を撮られました。女性の皆様は化粧をして華やかなお顔で楽しいひと時を過ごされていま

した。ひなまつりの歌を歌ったり、ゲームをした後、おやつには雛あられ、甘酒、三色の菱餅（蒸しケーキ）を召し上

がられました。

高屋の大地成寿会

職員より寄贈のお雛様 内本様ご夫婦

（高屋町大畠）



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

小坪臨海第２月曜の会

介護者教室・地域交流会

介護保険出前トーク （当法人の地域相談センター担当松村）

（広成寿園）

地域の皆様の暖かいお心づかいに感謝するとともに、今後もこのような機会をもてればと思って

います。「小坪臨海第２月曜の会」の皆様ありがとうございました。

２月９日（月）小坪臨海第２月曜の会に伺い介護保険についてお話をさせて頂きました。
２９名参加され、みなさんお元気な方ばかりですが「将来のことに不安があり特に施設に
ついて気になるがいろいろと種類があってよくわからない」ということで、今回は施設につ
いての説明を主にさせて頂きました。女性が長生きということもあり、施設に入所されて
いる方の９０％が女性ですが、夫の介護をし、見送ってから施設に入られることも多いよ
うです。一方男性用の多床室の空き部屋が少なく、個室であれば空いていることも多い
ですが、個室は高額となるため男性はなかなか入所しにくいのが現実です。在宅で介護
してもらおうと思ったらそれまでの関係が大切なので「奥さんや嫁さんは大事にしておき
ましょう」と話すとみなさん笑われていました。その後、茶道部職員よりお抹茶を振る舞わ
せていただきました。参加者の方からは「勉強になった」「おいしかった」と好評でした。

姫子島神社

２月１１日、グループホーム関前では、午前と午後に別れて、関前弓祭りを観に出かけました。地元の

入所者様は久しぶりに顔見知りの方と会って楽しそうに話をされたり、裃姿の凛々しい男性が矢を射

るのを息を飲んで観る方、神社に参る方など、地元の祭りを楽しまれました。
弓祭りは、射太郎組と大関組それぞれ６名、計１２名で行われます。懸賞的（バリーちゃん、フグ、メロ
ンおたふく）など様々な的があり、この的をどれだけ射止めたかで勝敗を決めます。的を射ぬくと「当た
り～」との掛け声とともに担ぎ手といわれる人たちに担ぎあげられて祝福されます。中間発表では、
ニューヨークから毎年参加されているフィリップさんが１位でした。

グループホーム関前 （今治市関前岡村）

広島国際大学実習 （西条町田口）

２月１７日から３月５日の期間、広島国際大学一年生の学生さん３名が、グループホーム田口、デイ
サービスセンター田口に介護実習に来園されました。
この日、グループホーム田口に、往診に来てくださった下山クリニックの先生のところへ入居者の方をお
連れしたり、入居者の方とお話をし、入居者の方を笑顔にしてくださいました。、
デイサービスセンター田口ではレクリエーションでクイズやカラオケで歌を歌ったりご利用者様と楽しま
れていました。

グループホーム田口 デイサービスセンター田口
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当法人は、公益財団法人日本財団の２０１４年度福祉車輌助成金交付事業に申込み、デイサービス成寿園およ
びデイサービス豊浜に、1台ずつ車輌をいただきました。この事業は、日本財団が高齢者福祉・障害者福祉のため
に１９９４年から行っており、毎年全国の福祉施設を対象に募集し、書類審査して事業者を決定しています。車輌本
体価格の大部分を日本財団が負担してくれます。
なお、２月２４日にデイサービス成寿園に4人乗り軽自動車が納車、３月４日にデイサービス豊浜に車椅子対応３
人乗り軽自動車が納車され、名田施設長と西野施設長が検収・受領しました。大切に末永く使わせていただきます。

（成寿会）
日本財団 助成金交付車輌納車

ホンダの方から名田施設長に車のキーを授与（デイサービスセンター成寿園）

新田副理事長よりコメント

高屋中学校生徒さん３名が職場体験で来園。配膳、レク

レーションのお手伝いをされ 皆さんとふれあいの場をもた

れました。

高屋の大地成寿会ショート
高屋中学校より職場体験

ダイハツの方より西野施設長に車のキーを授与（デイサービスセンター豊浜）

この度、日本財団より２台の車輌の助成金交付をしていただき、たいへん感謝しております。

当法人のこの２つの施設においても、ご利用者様の毎日の送迎に車輌は欠かせないものです。

これらの車輌を大切に使用し、今後も引き続きご利用者様の送迎を安全かつ丁寧に行い、老

人福祉を通じて地域へのさらなる貢献に努めて参ります。

（高屋町大畠）
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２月８日、グループホーム関前に

杉蘭会の皆様１５名が来園して日

本舞踊を披露して下さいました。

優雅な踊りに皆様食い入るよに見

られ、お子さんが踊るときは「かわ

いい～」と喜ばれ、とても楽しい時

間を過ごすことができました。
次から次へと披露される艶やかな
舞を堪能されました。

グループホーム関前

（関前岡村）

介護老人保健施設大浜

週刊朝日３月６日増大号に、認知症の症状を改善させる効果がある「認知症リハビリ」をおこなっている全国

の介護老人保健施設として当法人の介護老人保健施設大浜が紹介されました。

広島県では１７施設あり、呉市では老健大浜と焼山のコスモス園の２施設だけです。

（呉市豊浜町大浜）

認知症リハビリができる

介護老人保健施設

全国リスト７３５

薬に頼らず、認知症の症状を改善

デイケア大浜

２月２２日に「第６回呉とびしまマラソン」が開催されました。そこで、デイケア大浜ではご利用者様

からのご要望もあり、沿道に立ち応援してきました。

今回から「上蒲刈島」「豊島」「大崎下島」を走るフルマラソンとなり、小雨の降るコンディションの中、

全国各地から３０００人余りの参加者たちへ熱い声援がおくられました。

（豊浜町大浜）

広島県で１７施設週刊朝日に掲載

～上蒲刈島・豊島・大崎下島～
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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。

〒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

ひなまつりメニュー

ボランティアカラオケ

デイサービスセンター小江

２月２日、デイサービスセンター小江では、焼山の高尾神社に行き

ました。平成１３年より広島県で

はじめての「お多福通り抜け」を

実施しているそうで、ご利用者さ

まも開運招福を願ってお多福の

口を通り抜け幸運がおとずれま

すようにと神社に参拝しました。

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て、今月もボランティアでカラオケ行いました。ボランティアの方や利用者
様、職員とみんなで歌って踊って楽しい時間を過ごすことができました。またのお越しを職員一同お待
ちしております。

デイサービスセンター田口

２月３日、デイサービスセンター田口では、焼山にある高尾神社へ

行って参りました。毎年この時期に

なると、おたふくの通り門が出来て

、１年の開運招福を願って皆様訪

れています。デイでも毎年の恒例

行事とのことで、行って参りました。

３月３日のひな祭りのお昼はお雛様のお寿司です。毎年

楽しみなメニューの一つで食べるのがもったいないくらい

可愛いお寿司を皆様ペロリと召し上がられます。

それぞれの施設ではひな祭りの行事を楽しまれ、おやつに

甘酒や雛あられなど出され楽しいひと時を過ごされました。

（成寿会）

（西条町田口）

（広中迫町）

（高屋町大畠）



 

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） 老人保健施設成寿園ユニット(広成寿園）

ケアハウス（広成寿園） デイサービス成寿園（広成寿園） デイケア成寿園（広成寿園）

成看託児所 デイサービス豊浜（豊浜） 生活支援ハウス（豊浜）

グループホーム大浜（大浜） 介護老人保健施設大浜（大浜） デイケア大浜（大浜）

グループホーム関前（関前）
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デイサービス小江（広中迫）デイサービス高屋（高屋町大畠）

厨房より

ふきのとうは、３月が旬で、雪の溶けはじめと同時に

芽を出し、春の味覚の代表です。

ふきのとうの独特な香りや苦み成分には、新陳代謝

を活発にする働きがあります。香り成分の「フキノリド」

には、胃腸の働きを高める効果があり、苦み成分の

「フキノール酸」には、咳止めや、花粉症予防の効果

が期待出来ます。

管理栄養士 多賀谷雅美

成寿会行事予定

ふきのとう

・ ひな祭り（３日）

・ あんこ玉作り（９日）

・ ホワイトデーティラミス作り[１４日）
・ 映画会（１６．１７日）

・ おはぎ作り（２２日）

・ ひなまつり (３日）

・ オカリナ演奏 （１８日）

・ 誕生日会 （２３．２５日）

・ ひなまつり （３日）

・ ボーリング大会 （１２日）
・ ぼた餅づくり （２２日）

・ お彼岸仏参会 （２３日）

・法話会 （１８日）

・陶芸教室

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）

・ 雛祭り （３日）

・ ドライブ （１０日）

・ 手作りおやつ （１３日）

・ 誕生日会

・ ひなまつり

・ ひなまつり （７日）

・ 体操 （９．１９日）
・ 工作 （５．１１．２４日）

・ ひな祭り （３日）

・ お楽しみ会

・ 春探しドライブ （１９日）

・ 野外活動 （２５日）

・ ぼた餅づくり

・ おやつ作り
・ 陶芸教室

・ ドライブ

・ひなまつり

・ホワイトデイ

・ ひなまつり

・ 靴飛ばし大会
・ おやつ作り

・ 各ユニット誕生会

・ ボランティアカラオケ （１２日）

・ ボランティアハーモニカ （２０日）

・ 園芸
・ おやつ作り

・ マッサージ

・ グループレクリエーション
（映画・パズル・将棋・人生ゲーム書道・俳句

カラオケ・ジェンカ・音楽療・法作業活動）

・ ひなまつり

・ ホワイトデー

・ ひな祭り （３日）

・ 法話会 （１８日）

・ ケーキ会 （日程調停中）

・ひな祭り

・おやつ作り

・買い物ツアー

・ドライブ

・おひなさま製作 （１日）

・ひなまつりパーティー （２日）

・３月生まれの誕生日会 （２３日）
・身体測定 （２７日）

・避難訓練 （３０日）

・ひなまつり （３日） ・マッサージ

・陶芸教室 （１０．１２日） （月・木）

・おやつ作り （１０．２５日）
・ハーモニカ高屋にて （２０日）

・ミュージックベル （２７日）

・雛祭り行事 （３日）

・誕生日会
・おやつ作り

・外食・買い物ツアー

ショート
・ひなまつり ・ドライブ

・おやつ作り

・ホワイトデー

・カラオケ

「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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厨房より

ふきのとうは、３月が旬で、雪の溶けはじめと同時に
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には、胃腸の働きを高める効果があり、苦み成分の

「フキノール酸」には、咳止めや、花粉症予防の効果

が期待出来ます。

管理栄養士 多賀谷雅美

成寿会行事予定
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（映画・パズル・将棋・人生ゲーム書道・俳句

カラオケ・ジェンカ・音楽療・法作業活動）

・ ひなまつり
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・ ひな祭り （３日）
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・ ケーキ会 （日程調停中）
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・おやつ作り

・買い物ツアー
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・おひなさま製作 （１日）
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・３月生まれの誕生日会 （２３日）
・身体測定 （２７日）
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・ひなまつり （３日） ・マッサージ

・陶芸教室 （１０．１２日） （月・木）

・おやつ作り （１０．２５日）
・ハーモニカ高屋にて （２０日）

・ミュージックベル （２７日）

・雛祭り行事 （３日）
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