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新しい年を迎え、早くも 日が経ちました。
元旦から沢山の笑顔があふれ、洸寿園は今年も楽しく賑やかな年になりそうです！
今年一年、皆様、どうぞ
よろしくお願いいたします。

お手本を見ながら集中！

と思いつつ、周りの方が気に
なってしまいます（＾＾）/

お食事中に失礼します。

今年のおせち料理はいかがで
したか？

「あら。大きいね～」

「重たかね～」と驚きながら
も、大事そうに鏡餅を抱い
てカメラ目線！

「書ききるかねぇ？」と照れ笑いしながらも、気
持ちをこめて書いています。
筆を持つと背筋も気持ちもピンッと
引き締まりますね♪

こちらも鏡餅を抱い
て笑顔の１枚です。
写真には写ってい
ませんが、背景に
は巨大な鏡餅（壁
飾り）が控えていま
す！

おせち料理、お花と共
にＶサイン♪

赤飯、黒豆、数の子伊
達巻等々・・。
もちろんお雑煮も☆

新しい年を迎え、早くも新しい年を迎え、早くも

よろしくお願いいたします。

お手本を見ながら集中！

と思いつつ、周りの方が気に
なってしまいます（＾＾）/

新しい年を迎え、早くも新しい年を迎え、早くも
元旦から沢山の笑顔があふれ、洸寿園は今年も楽しく賑やかな年になりそうです！
今年一年、皆様、どうぞ
よろしくお願いいたします。
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新しい年を迎え、早くも 日が経ちました。日が経ちました。
元旦から沢山の笑顔があふれ、洸寿園は今年も楽しく賑やかな年になりそうです！

よろしくお願いいたします。

新しい年を迎え、早くも新しい年を迎え、早くも
元旦から沢山の笑顔があふれ、洸寿園は今年も楽しく賑やかな年になりそうです！
今年一年、皆様、どうぞ
よろしくお願いいたします。

元旦から沢山の笑顔があふれ、洸寿園は今年も楽しく賑やかな年になりそうです！元旦から沢山の笑顔があふれ、洸寿園は今年も楽しく賑やかな年になりそうです！

「書ききるかねぇ？」と照れ笑いしながらも、気
持ちをこめて書いています。
筆を持つと背筋も気持ちもピンッと

社

〒

第34号－① 平成29年1月10日



２

☆クリスマス会開催☆
12月14日、サンタが洸寿園に
やってきた！
怪しい？？サンタによる手品と
トナカイさんからのプレゼント、
そしてケーキを囲み、楽しいひ
と時を過ごしました☆

こちらが話題の怪しいサンタ！果たしてそ
の正体は？？男でもないような？

ピアノでクリスマスの雰
囲気を更に盛り上げて
みました。

いつもより多めに弾い
ています！

「あのサンタ、男？それと
も、女？」

「最近分からない人多い
からね～」

という会話が聞こえてき
そうですね（笑）

こんな笑顔を見て
しまったら、来年も
張り切っちゃいそう
です！

十分お楽しみくださ
いネ☆

おや？トナカイに白い髭？ん～。謎！

ところで、今年のプレゼントはひざ掛け！
あたたかくお過ごしくださいネ！

ケーキを囲んで
今から「楽しい時
間第2弾」が始ま
ります！

この時期のケー
キは、ひときわ美
味しく感じます
ね！

という会話が聞こえてき

２

「大相撲九州場所にご招待！」
というわけで、もちろん応募。
見事当選しましたよ～（＾＾）/
テレビとは一味違う、緊張感や伝統、文化
が雰囲気で伝わってきました。
とてもいい経験をさせていただき、
ありがとうございました。

テレビとは一味違う、緊張感や伝統、文化
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穏やかな秋の午後、大宰府、都府楼方面まで出かけてきました。
コスモスや柿の木を眺めたり、お参り、猿回しなどを楽しみました。

コスモスをバックに、のどかなひと時を過
ごしました。去年に比べると、少し咲き方
が少なかった気がしますが、とても綺麗で
した♪

参拝のひとコマです。
職員もなにやらお祈
りしているようです
ね。

皆様の願いが叶い
ますように！

参道で見つけた「お箸
の専門店」です。

職人の技と美しい陳列
にしばし見とれてしまい
ました。

日本の文化と匠の技術
が光っています。

年に一度の誕生日☆。
今年はお好きなケーキを
選んでいただき、一緒にお
祝いをしました。

ケーキが狙
われる！

一杯挽きの
コーヒーは香り
が違う！

祝！１００歳！

主役の俺にも
遊ばせてよ！
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「カップが立派だ
と一味違うね～」
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10年ぶりの大流行！！
ノロウイルスなど感染性胃腸炎
全国で警報レベル！！

【ノロウイルス】
感染力が非常に
強く、口から感染し
て腸で増殖、下痢
や 嘔吐（おうと）を
引き起こす。潜伏
期間は1～2日で、
健康な成人は数
日で回復するが、
乳幼児や高齢者
では重症化するこ
ともある。

治療薬はなく、
発症したときは脱
水に注意して安静
を心がける。

＜その一＞ノロウイルスの感染力を知るべし
ノロウイルスは、ごくわずかなウイルスが口に入っただけで感染します。感染者
の１ｇの便には１億個のウイルスが、嘔吐おうと物１ｇにも１００万個のウイルス

が含まれていす。また、ノロウイルスは乾燥にも強く、公衆トイレのドアノブや、
階段の手すりなど、乾燥した環境の中でも、なんと数時間～数日も感染力を保
つことができます。ノロウイルスの感染力を、あなどるべからずです。

＜その二＞初期は脱水に注意すべし
ノロウイルスによる胃腸炎は、激しい「下痢」や「嘔吐」を繰り返します。発症初期の対応ポイントは、脱水
を防ぐこと。特に小さなこどもや高齢者は脱水に弱いので、おう吐や下痢がはじまったら、早期に水分補
給をすることが大切です。吐き気の強い時は、少量ずつ、頻回に補給しましょう。

＜その三＞食の安全は手洗いから始まると知るべし
食事が汚染されてしまえば、ウイルスは確実に食べた人の口に入ります。みなさんは、調理者が手洗いを
するのは、当たり前のことだと思っているでしょう。しかし、それでも各地のイベントや仕出し弁当などで、
今でも集団発生が起こっているというのが現実です。ノロウイルスは、症状消失後であっても１週間以上、
長いときには１か月間もの長い間、ウイルス排出が続く可能性があります。症状が良くなってからも、しっ
かりと手洗いをする必要があるのです。

＜その四＞人から人への二次感染を防ぐべし
ノロウイルスは、食事から感染するだけではありません。現在のような流行状況になると、いろいろな場所
がウイルスに汚染されているはずです。そして、その環境に触れた手を、口にもってくることでも感染して
しまいます。人の多い施設やイベント等では、特にしっかりと手洗いをしておきましょう。また、嘔吐物は、
乾く前に処理をするのがポイントです。乾燥すると、ホコリと一緒に舞ってしまい、口に入ることで感染して
しまうこともあるからです。流行期の感染は人から人が中心です。一人一人が気をつけて、感染の拡大を
防ぐことが必要です。

＜その五＞手洗いに勝る予防策なし
ノロウイルスは、アルコールが効きにくいウイルスです。したがって、アルコール性の手指衛生剤よりも
「流水と石けんによる手洗い」がおすすめです。トイレ後の手洗い、調理前の手洗い。当たり前のことだと
思うでしょうが、実際にはしっかりとできていない事も多いのです。

猛威のノロウイルスから
あなたを守る五か条！！

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄヨミドクターより引用

1
ノ

【洸寿園での対策について】
すでにご存知の方も多いと思いますが、現在施設へ入られる皆様へ、マスクの着用及び手指消毒の徹底を
お願いしております。また体調不良の方の面会はお断りしております。
職員一人ひとりも健康管理に気をつけ、自分自身が感染源とならないよう、「ﾉﾛｳｨﾙｽに感染しないぞ！」と
いう自覚を持って生活環境等に十分注意しております。
今後、感染症流行の状況によりましては、面会の制限等でご迷惑をおかけすることもあるかと思います。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

を心がける。
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久々に復活♪♪

2017年は丁酉（ひのととり）！
運気を「トリ」こんで繁栄できる！？
2017年は丁酉（ひ
運気を「トリ」こんで

ひのととり）！
で繁

（ひ
んで

干支は昔の中国の「十干（じっかん）」と「十二支」を組み合わせたものだそうです（注：諸説有ります）。

十干は木の幹が語源であり、十二支は幹の枝を表しています。この十干と十二支を組み合わせでいくと、

６０年に一度訪れる「丁酉（ひのととり）」となり、これが２０１７年の干支になります。
丁酉ってどんな年になるのでしょうか？６０年に一度訪れるということなので、少し、６０年前を
振り返ってみたいと思います。（もちろん、筆者内野は生まれていませんので、調べました！）

今から６０年前、１９５７年はどんな年？
・東京が851万人の人口となり、ロンドンを抜いて世界一の人口都市となる。
（現在も人口3,814万人にて世界一を継続中。）
・新5000円札（新渡戸稲造の前、聖徳太子のお札です。内野は見たことがありません）、新100円硬貨
（こちらは戦後 初の銀貨、当時の硬貨の最高金額で、図柄は鳳凰）が発行される。
・ソ連（現：ロシア）が世界初の人工衛星打ち上げに成功。
・茨城県東海村の日本原子力研究所で日本ではじめて核分裂状態の「臨界」、原子の火ともる。
・トヨタ、アメリカへの自動車の輸出を開始。日産、スポーツカーを発売。
etc・・・まだまだ沢山あるようですが、ほんの一部を紹介しました。どの出来事も拡大成長路線といえるの
ではないでしょうか。酉年は「革命の年」とも言われており、とても発展的な動きの多い年のようです。
2017年は運や人を「取り込む」酉年、商売繁盛だけでなく、今までがんばってきた結果が実る年になりそう
です。皆様にとって、これまで以上によい運気を取り込んだ、幸せな一年になりますように。。。

どんな１年になるのでしょうか！？

・・・まだまだ沢山あるようですが、ほんの一部を紹介しました。どの出来事も拡大成長路線といえるの
ではないでしょうか。酉年は「革命の年」とも言われており、とても発展的な動きの多い年のようです。

酉年、商売繁盛だけでなく、今までがんばってきた結果が実る年になりそう
まで以上によい運気を取り込んだ、幸せな一年になりますように

・・・まだまだ沢山あるようですが、ほんの一部を紹介しました。どの出来事も拡大成長路線といえるの
ではないでしょうか。酉年は「革命の年」とも言われており、とても発展的な動きの多い年のようです。

酉年、商売繁盛だけでなく、今までがんばってきた結果が実る年になりそう
まで以上によい運気を取り込んだ、幸せな一年になりますように。。。

今後の予定

新年会

梅の会（節分）

桃の会（ひな祭り）

毎年恒例みんなで
お鍋を囲み楽しい
ひと時♪♪
お食事場所ごとに
分けて実施します。
１月１２日（木）
２Ｆご利用者
１月１８日（水）
１Ｆ食堂ご利用者
１月２５日（水）
１Ｆフロアご利用者

おにぎりバイキングも
ご用意しています！！

今年も洸寿園に現れるであろう鬼をみんなで
力を合わせ、退散させましょう！！
各階分かれて実施します。２月１日（水）

１Ｆご利用者
２月８日（水）
２Ｆご利用者

今年も素敵な七段飾りが登場します。
女の子の節句ですが、イベントは男女平等！
今年はどんな企画になるのでしょうか？

日程が決まり次第、掲示板等で
お知らせ致します。

の節句ですが、イベントは男女平等！

今年もイベント全力で
頑張りま～す！！！



ホームページでも、日頃の様子やご案内をご覧
いただけます。
http:www.seifu-kai.jp
又は、「洸寿園」で検索できます。

（相談窓口）
生活相談員：内野 奈留美（うちの なるみ）

岡本 勝 （おかもと まさる）
（受付時間）

9時00分～17時30分（日曜・祝日除く）

・ 常に利用者を敬う気持ちを持って、丁寧な介護を提供します。
・ 利用者が笑顔で生活出来るように、安心・快適なサービスを提供します。
・ 専門職として、サービスの質の向上 に努めます。

洸寿園
介護理念

お礼

ご協力に感謝いたします。
☆ご 寄 付 ： 匿名希望（ ２名）
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新Ｎｅｗ職員の紹介 制服がおＮｅｗに
なりました！

）
ご協早くも２０１７年が始まりました。

本年もよろしくお願い致します。
今年のお正月は義実家で過ごし、

義父に義母と間違われると言う事態
に見まわれました。なぜ、義父は私と
義母を見間違えたのか？理由は２つ。

似た洋服を着ていたこと、そして似た
ような体形になっていたからです、、、

今年、一番上の娘が中学生になりま
す。６年前、小学校入学時に着た
スーツはもちろん入らず、今からどう
したものかと頭が痛いです。

今年は無理せず、ストレスを感じるこ
となく、健康的な体形を目指したいと
思います！！

筆者：内野 奈留美

ににｅｗにに
！

ピンクとグレーの２色から
職員各人が色を選んで

います。男女兼用ですの
で、男性がピンクを着用
している場合もあります。

介護保険証や健康保険証等、新しい保険証類が届きましたら早急に施設までお持ちい
ただくか、ご郵送下さい。病院の受診や介護保険の請求が滞る可能性がございますので、
ご理解・ご協力をお願いいたします。

介護保険証や健康保険証等、新しい保険証類が届きましたら早急に施設までお持ちい
ただくか、ご郵送下さい。病院の受診や介護保険の請求が滞る可能性がございますので、

利用料金のお支払い等でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。介護保険の負担限
度額認定証の利用以外にもご提案できる制度があるかもしれません。日々制度も変わりますので、私ども
も勉強しながら、ご利用者・ご家族の利益や権利を守るお手伝いをさせていただきます。
度額認定証の利用以外にもご提案できる制度があるかもしれません。日々制度も変わりますので、私ども

７／２１～介護支援専門員として働いております、岡本勝は生活相談員も兼任しております。お困りの
ことがございましたら、内野、又は岡本までご相談下さい。
７／２１～介護支援専門員として働いております、岡本勝は生活相談員も兼任しております。お困りの

ことがございましたら、内野、又は岡本までご相談下さい。

極々私的な
ご報告♪

管理栄養士の大隈ですが、１月１日に入籍しまして、苗字が
奈須（ナス）となりました。事務所内で「栄養士がナス・・・・・・
茄子！？」と吹きだしてしまいました。
新婚さんらしい、フレッシュな献立にどうぞご期待下さい♪

極々私的な

ことがございましたら、内野、又は岡本までご相談下さい。
７／２１～介護支援専門員として働いております、岡本勝は生活相談員も兼任しております。お困りの

の大隈ですが、１月１日に入籍しまして、苗字が

７／２１～介護支援専門員として働いております、岡本勝は生活相談員も兼任しております。お困りの

の大隈ですが、１月１日に入籍しまして、苗字が

７／２１～介護支援専門員として働いております、岡本勝は生活相談員も兼任しております。お困りの

の大隈ですが、１月１日に入籍しまして、苗字がの大隈ですが、１月１日に入籍しまして、苗字が

新Ｎｅｗ

非常勤介護職員

王 紅岩（ｵｳ ｺｳｶﾞﾝ）

介

職職員員員員員

ｳｶｶｶｶｶｶﾞﾝ）

一生懸命
頑張ります！！
みなさん、
よろしくお願い
いたします。

極々私的な
ご報告♪

ことがございましたら、内野、又は岡本までご相談下さい。




