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端午の節句（こどもの日）５月５日
こどもの日の祝日になっている端午の節句。古代中国では５月は物忌みの
月とされ、厄払いの行事が行われていました。「端午」の端は「はじめ」という
意味があり、端午とは月のはじめの午の日のこと。それが「午」と「五」の音が
同じことから、５が重なる５月５日が端午の節句として定着しました。

（広成寿園）

４月２７日、特別養護老人ホーム成寿園２階にて、藤間流一門の皆様８名が来園して日本舞踊

を披露して下さいました。藤間利鳳先生による「荒城の月」など９曲をそれぞれ趣向を凝らした艶

やかな舞に魅入られ、日本の伝統芸能を満喫されました。「広島ガンス音頭」「炭坑節」は全員で

踊りながら舞台、会場をまわられ皆様大変盛り上がりました。
毎年のご来園ありがとうございます。

高屋の石楠花（しゃくなげ）



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

４月１５日、特別養護老人ホーム成寿園２階にてロゴス腹話術呉分会会長様、腹話術師３名の
皆様が来園して腹話術を披露して下さいました。クーちゃん（西迫様）「クーちゃんの透視術」、ケ
ンちゃん（荒谷様）「ケンちゃんのこわいもの」、タロウちゃん（神田様）「大切なもの」それぞれ楽し
いお話で盛り上げて下さいました。カープのユニホーム姿のタロウちゃんと「炭坑節」「それいけ
カープ」の歌を歌ったり、最後は「お別れの歌」を全員で歌ってクーちゃん、ケンちゃん、タロウちゃ
んにお別れをしました。
楽しいひと時をありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

（広成寿園）

高屋の大地成寿会

今月はDS高屋にボランティアで来ていただいている天翔会の皆様に高屋の大地の方へもご訪問いただきま
した♪民謡やひょっとこ踊り等、様々な出し物にご入居中の皆さんも大変喜んでおられました！

（高屋町大畠）

お釈迦様

グループホーム大浜の皆様で、４月２９日にお釈迦
祭に行きました
皆さんお釈迦様に甘茶をかけお釈迦様の誕生と花
と香の供養をさせていただきました

グループホーム大浜 （豊浜町大浜）



デイサービスセンター成寿園
（広成寿園）

４月１７日、デイサービスセンター成寿園に、子供記者クラブ（白岳小学校岡川先生と４～６年生の児童１３名）

が取材に来園されました。子供たちから、ご利用者様ひとり一人に新聞記事の取材が行われました。「子供のころ

の遊びはなんですか？」「これまでの人生でがんばったことはなんですか？」など５つの質問に身を乗り出して生

き生きと答えていらっしゃいました。子供たちの笑顔に勝るものはありません。ご利用者様も職員も元気とパワー

をもらって楽しい取材を終えました。出来上がった似顔絵入りの新聞は学校などに掲示するそうです。

職員紹介

また、４月２３日にも、取材に来園されました。今回が２度目の子供たちと初

めての子供たちが、授業が終わった後、歩いて成寿園まで来られました。前

回よりスムーズに取材も進み、職員にも興味深々に取材をされていました。ご

利用者様にとっても子供たちとの時間は楽しいひと時で、戦争の話や、子育

ての話など目を輝かせて答えておられました。
子供記者クラブのみなさまありがとうございました。

介護主任 竹村恵

特別養護老人ホーム成寿園 鯉のぼりの由来

生命力の強い鯉は、

男の子の立身出世

の象徴とされていま

す。

それは鯉が滝をのぼって竜に

なるという、中国の故事に由来

します。

この鯉のように、どんな困難に

も立ち向かって成功をおさめる

ようにと願って、鯉のぼりが飾ら

れるようになりました。

～デイサービス成寿園のご利用者様を取材～

特別養護老人ホーム成寿園で介護主任を

している竹村恵です。

今年で勤務１０年目になります。

特養は若い職員や元気のある職員が多いの

で明るい施設になっています。入所者の皆様

に安心して生活して頂けるよう、また、家族の

ような存在になれるよう、職員一同張って参

りますのでよろしくお願いいたします。

 

（広成寿園）

５月２日、広成寿園にて花祭りが行われました。晴天に恵まれた暑い一日

となりましたが、新緑のお庭をご家族と散歩されたり、大輪のボタンやツツジ

に囲まれて記念写真を撮影される方で賑わいました。

この日は、内装をリニューアルした一灯庵を開放し、着物姿の職員４名が入

所者様、ご家族様にコーヒー、お抹茶を点てて召し上がって頂きました。一灯

庵を楽しみにされている方が多く終日賑わいました。
昼食会では、お庭を観ながらご家族と一緒にお弁当を食べる方などそれぞ
れに楽しい時間を過ごされ笑顔も咲き乱れていました。

先日、日本舞踊を披露して下さ

いました、藤間利鳳一門の皆様

５名が花祭りにも花を添えて下

さいました。

いつも有難うございます。

～花咲き誇る各施設

それぞれお花見の行事が行われました～

藤間一門の皆様
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高屋の園庭の八重桜も満開の頃を迎え、皆さんにも春の雰囲気を満喫していただこうと外で食事をとる機会
を設けました♪お弁当を桜の木の下で気持ち良くいただきました！

（高屋町大畠）

ショートステイ高屋 （高屋町大畠）

今年も成寿神社の枝

垂桜が見事に咲き誇り
ました。ご来園の方々

からもお褒めいただく

当園自慢の桜木です。

今年も成寿神社の枝垂桜が見

事に咲き誇りました。ご来園の

方々からもお褒めいただく当園
自慢の桜木です。

グループホーム田口

（西条町田口）

暖かい日には戸外に出掛け、近所を歩いて春探しをしました。

つくしをみつけたりチューリップが咲いているのを見つけたり

しながら春の訪れを感じることが出来ました。

新緑がまぶしい季節となりました。皆様におかれま
しては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
お陰様でショートステイ高屋をスタートし一年が過
ぎました。四月より新職員も加わり一層ご利用者
様一人ひとりのニーズに合わせたサービス提供に
努めてまいりたいと思います。今後もよろしくお願
いします。
ショートステイ高屋 介護主任 濵村靖夫



 

デイサービスセンター田口では、２０１１年１月から、小林博子先生・水野恭子先生をお迎えして月

１回（金曜日）ミュージックベルを行っております。

４月２４日は「朧月夜」を皆さんで歌った後、ハンドベルを使って演奏しました。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、

シの各音階のベルを利用者様が担当して曲を演奏します。この日は、「こいのぼり」「アナ雪」の曲な

ど美しい音色で演奏されていました。
来月はオカリナの演奏を聞かせて欲しいとの要望があったそうで、皆様にとって楽しみな時間です。

デイサービスセンター田口

陶芸教室

第２火曜日

第２木曜日

デイサービスセンター田口で
は、第２火・木曜日、高屋にて
陶芸教室を行っています。こ
の日は、抹茶茶碗・コーヒー
カップを作られる方、招き猫
に色付けされる方がそれぞれ一生懸命作品作りを楽し
まれていました。
可愛いコーヒーカップの形が出来ると、「おとうさんが喜
ぶわ」と満足されていました。作品の完成が楽しみです
ね！

ミュージックベル

デイサービスセンター田口は、少人数のアット

ホームなデイサービスです。

これから暖かくなりますので、ドライブ等の行事

をいろいろと企画しております。

ご見学・ご相談は武智まで。

お問い合わせは ０８２－４２５－５６７８

（西条町田口）

芝桜ドライブ

４月２４日、ミュージックベルを楽しんだ

後、近くの福本まで芝桜を見にドライブ

に出かけました。田植えの終わった田

んぼの土手やあちらこちらに色とりどり

の芝桜が咲き、「綺麗なね～」と喜んで

おられました。

５月の行事予定
・ドライブ

福成寺（しゃくなげ）

音戸（サツキ）
・おやつ作り ５日

・陶芸教室 １１，１４日
・おやつ作り ２０日

・ミュージックベル ２２日

・マッサージ 月・木

デイサービスセンター田口

管理者兼相談員

武智春香



「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

＊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。

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：介護保険自己負担額の６．１％（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



 

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）

高屋の大地成寿会（高屋町大畠）

グループホーム田口（西条町田口） デイサービス田口（西条町田口）

デイサービス小江（広中迫）デイサービス高屋（高屋町大畠）

厨房より成寿会行事予定

・花祭り ５月２日

・善通寺幼稚園来園 ５月１９日

・法話会 ５月２０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）

・ 誕生日会 ・母の日

・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・作業活動等）

・母の日行事 {１０日）

・誕生日会

・作品・おやつ作り

・外食・買い物ツアー

・花祭り （２日）

・柏餅作り （５日）

・母の日 （１０日）
・ドライブ （１９、２０日）

・映画会 （２８～３０日）

・おやつ作り （５、20日）

・ミュージックベル（22日）
・陶芸教室 （12，14日）

・ドライブ（未定）

・マッサージ 月・木

体長が１ｍ以上になる魚で、背の部分に多数の青褐色

の斑紋が並んでいるのが特徴です。

５～６月にかけて産卵のために瀬戸内海などに入り、

人目に付きやすくなるので春を告げるという意味で、魚

に春と書いて鰆（さわら）と読むそうです。

タンパク質、ＤＨＡやＥＰＡを多く含み、身は白身で柔

らかく、味は淡泊でくせがなおため、刺身・煮付・焼き魚・

フライなど、さまざまな調理に向いています。

春に出回るものは脂が少ないので、西京焼きや幽庵

焼きがおすすめです。

管理栄養士 加登春香

・つつじ花見 （４，７日）

・オカリナ演奏 （８日）

・ドライブ （１１，１２，１３日）

・誕生日会 （２６、２７、２８日）

・母の日

・おやつ作り

・買い物ツアー

・ドライブ

ショート

・お茶会
・カラオケ

・ドライブ

・創作活動

・花祭り

・母の日
・ドライブ

・母の日 １１日

・お楽しみ会 １５日

・おやつ作り ２１日

・野外活動 ２７日

・母の日会

・おやつ作り

・各ユニット誕生日会

・花祭り ２日

・母の日会（日程調整中）

・誕生日会（日程調整中）

・花祭り （２日） ・善通寺幼稚園来園

・ナイチンゲール生誕祭(８日） (１９日）

・国立看護学校来園（８日） ・法話会 （２０日）
・音楽療法（８，２２日） ・フルートアンサン

・母の日（１０日） ブル（２５日）

・ケーキ会（１８日）

・お節句（８日）

・体操（１２，２２日）

・工作（７，１５，２７日）

・陶芸教室 （８，２２日）

・母の日（未定）

・ボランティア三味線

・園芸

・おやつ作り

・マッサージ（火・土）

・こどもの日（５日）

・母の日 （１０日）

・手作りおやつ （１０日）

・ドライブ芝桜（9日）

・かんぽの宿（20日）

・昼食バイキング（21日）

・かんぽの宿（26日）

・こいのぼり製作 （1日）

・こどもの日パーティー （4日）

・母の日製作 （7日）
・５月生まれの誕生日会 （10日）

・身体測定 （24日）

・避難訓練 （30日）

鰆（さわら）


