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社会福祉法人 清風会 

特別養護老人ホーム 洸寿園 

〒812－0863 

 福岡市博多区金の隈3丁目24番55号 

TEL ０９２－５０３－１０８５ 

FAX ０９２－５０３－１０８６  

１ 

  

桃の会～3月～ 
3月にはひな祭りが行われました。 
七段飾りのひな人形は圧巻です。 
毎年、おひな様以上の輝く笑顔が 
溢れます。 

～レクリエーション～ 

少人数づつですが 
塗り絵を実施して 
おります。色選び
も真剣です。完成
した作品は各階の
掲示板にもお貼り
しています。 

何やら職員と
内緒話をして
いるようです。
女のお祭りに
女同士の内緒
話。内容が気
になります。 

雛人形の前で「ハイ、チーズ」！！ 

こちらは雛人形との２ショット。 

こちらは実習生との２ショット。 
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新年会～1月～ 
１月は毎年恒例の新年会です。 
大勢で囲む鍋の味は格別ですね。 
花形に型取った人参が鮮やかで 
食欲をそそります。 

～外出支援～ 
たまには回らないお寿司が食べたいとの希望で 
近所のこばやし寿司へ。 
カウンターでのお寿司は格別の味ですね。 

アッという間に 
完食です。 
まだ食べ足りない 
とのことで追加の 
マグロです。 
食も進みます。 

手作りの飾り物の前で記念撮影！！ 
「バッチグー」のサインが出ました。 

お鍋を食べるのが難しい方には 
通常のメニューにモンブランが 
プラスされました。 

出来たてのお鍋を囲むといつも以上に食も 
進みますね。おにぎりもしっかり掴んで 
パクリと完食です！！ 

「ちゃんと平等に分けないと 
 ケンカになるわよ～」 
 なんて会話が聞こえて来そう 
 な笑顔溢れる食事席ですね。 
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梅の会～2月～ 
2月のイベントは節分です。 
和菓子と昆布茶を楽しんでいただき 
おみくじを引きました。 
今年の鬼は強かったのでしょうか？ 

今年の鬼はこんな感じです。 
何だか年々派手になってる気がするのは
私だけでしょうか？ 
そして今年もすぐに退治されました。 

「たまに食べ
る和菓子は美
味しいね」と
笑顔の大谷様。
何だかお腹が
空いてきまし
た（笑） 

お味はどうですか？との質問に 
ピースでの返事。最高の様です。 

梅の会では軽食として 
和菓子が出されました。 
甘い物はいつも以上に 
食が進みます。 

お二人とも投げる前から笑顔が溢れます。 

「これ、あげようか？」と２匹（人？）の 
鬼を目の前にしても全く動じず笑顔です。 
今年の鬼もあまり強くなかったようですね。 



２３日・・・１階全館消毒 
      （１５時までは１階を封鎖いたします） 
２４日・・・２階全館消毒 
      （１５時までは２階に上がれません） 
 ※消毒に伴い、入浴日・時間変更及び、エレベー 
   ターが使用できない時間がございます。 
   詳しくは、直接施設にお問い合わせ下さい。 

誕生会 
→１日に、６月生まれの方にお誕生 
  のお祝い膳をお出しいたします。 
買い物・外食 
→日程は未定ですが、５月後半～  
  ６月中旬にかけて、少人数ずつ  
  実施いたします。 

誕生会 
→１日に、７月生まれの方にお誕生 
  のお祝い膳をお出しいたします。 
バスハイク 
→日程は未定ですが、６月に買い 
  物や外食に行けなかった方々を 
   対象にお誘いいたします。 

※外出は、御本人の体調・体力によって可能な方のみとなります。外出が困難な方につきましては、  
  近隣の散歩などを行っていく予定ですので、ご了承下さい。 

• 利用料金が改定されました。 
今年４月より、ご利用料金が改訂され、1ヶ月あたりのご負担金額が、約３００円
増額となります。窓口で説明を行い、同意書を頂いておりますので、まだ説明を
聞かれていない方は窓口でおたずね下さい。 

• 職員の勤務時間が変更となりました。          
看護師の勤務時間が９時～１８時に変更となりました。看護師へのご質問やご相
談の際は、この時間帯にお願いいたします。 

• 衣替えの季節です。 
居室担当職員が随時衣替えを行っていきます。古くなった衣類の取り扱いや不
足している衣類に関するご連絡などをさせていただきます。 

• ケアマネジャーが変わりました。             
萩尾ケアマネジャーに変わり、4月1日より中岡ケアマネジャーがケアプランを作
成いたします。カンファレンスなどのご連絡も中岡より行いますので、宜しくお願
い致します。 

• 居室担当者が変わりました。                
詳しくは、次のページをご覧下さい。 

ご
確
認
下
さ
い 

５月 

６月 ７月 

ご 寄 付  

  匿名希望（一名様）  ４ 

４ 
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4月1日～7月31日まで担当いたします。よろしくお願い致します！ 

居室 担当者 居室 担当者 居室 担当者 居室 担当者

101 市原・小松 110 柴 田 201 中村・高川 210 内野・伊藤
102 永田・小松 111 森 山 202 押 野 211 中山・塩井川

103 吉丸・小松 112 古 野 203 田中・川添 212 川口・塩井川

105 鈴 木 113 龍 205 星・川添 213 藤・塩井川
106 大 里 206 梶山・川添 215 長
107 日 野 207 川内・伊藤 216 齋藤・高川
108 柳 田 208 佐々木・伊藤 217 岡本・高川

宜しくお願い
しま～す！ 

皆さん、焼きうどん、目玉焼きはソース派ですか？しょうゆ派ですか？ 
目玉焼きは全国的に、しょうゆ・ソース・ケチャップ・塩胡椒と分かれるようですが、 
焼きうどんも同様に別れるようです。北九州市出身の筆者末次は、いずれも 
“しょうゆ”派です。もちろん焼きうどんも香ばしい醤油味♪ 
「しょうゆ～？！」と他の職員が驚いていたことに、こちらがビックリ？した次第です。 
この驚きに身も心も、おまけに頭も任せ、今回のコーナーに取り上げてしまいました。 
手当たり次第に数人に聞いてみたところ・・・。地域性(北九州市は醤油が多いようです）の他、年代も
関係しているようでした。中には、ミックス派・めんつゆ派という方々もいました。 
味の違いは地域性だけではなく、個人の好みや興味からどんどん広がっていくものですね。 
ちなみに、北九州では、ちらし寿司に鶏肉（かしわ）が入ります。地域による味付けや具の違い、他に
も沢山あるようです。旅行に行った際は、是非ともその地域の味を楽しんでみてはいかがでしょうか？
驚きの発見、やみつきになる味に出会えるかもしれませんね♪ 

～あなたは醤油派？ソース派？焼きうどんの巻～ 

松山 喜代子 

（まつやま きよこ） 

～介護職員～ 

森本 由香 

（もりもと ゆか） 

～介護職員～ 

川島ヱイ子 

（かわしま えいこ） 

～看護職員～ 

金子 昭子 

（かねこ あきこ） 

～看護職員～ 

佐藤 美由紀 

（さとう みゆき） 

～看護職員～ 

友納 祐子 

（とものう ゆうこ） 

～看護職員～ 

小嶋 由喜子 

（こじま ゆきこ） 

～看護職員～ 

2月より勤務させて 

いただいております。 

これまで病院で働い 

ていました。入所され 

ている皆様の健康 

管理に努め、笑顔で 

頑張ります！ 

2月より勤務してお 

ります。 

早く仕事に慣れて、 

皆様の健康管理に 

努めていきたいと 

思います。 

宜しくお願いします。 

お世話に
なりました。 

• 5名の職員が退
職しました。  
お世話になりま
した。 

宜しくお願い
します。 

• 2名の職員が新
たに加わりまし
た。宜しくお願
いします。 

今回は完全に息抜きで～す 
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◎ 知り合いが施設を探しています。何とか早く入所させて下さい。 

◎ 外出や外泊はできますか？ 

御本人の体調により、外出や外泊は可能です。事前に（できれば2日前）ご連絡をお願いいたします。 

外出や外泊時にご不安な点がございましたらご相談下さい。必要物品などをお貸ししたり、下剤を服用 

されている方に関しては、排泄の調整なども行えます。又、気をつけていただきたい点なども説明させ 

ていただきたいと思います。外出・外泊時は、受付で書類を記載していただきますのでご了承下さい。 

尚、外泊時のオムツにつきましては、ご家族様のご負担となります。 

６ 

申し訳ございません。福岡市内の特別養護老人ホームは、共通の書類により、申し込みを受け付け、 

優先順位を決定する項目や点数も全て基準が決められており、福岡市に申込者の情報を提供する 

義務があります。各施設独自で点数を加算する事もできますが、基本的には全ての方が平等に取り 

扱われます。申し込みは郵送でも可能ですが、直接相談員がお話を伺った方が点数に反映されやす 

いと思われますので、まずはご連絡頂き、ご来園されることをおすすめします。 

 介護保険制度・医療保険制度の見直しにより、介護、医療は今後どうなっていくのか、 

今回の制度改正で不安を抱いたのは、私だけではないかと思います。 

特に施設に於いては、洸寿園のように個室がない施設にはとても厳しい改正となりました。 

ご利用者の方々のご負担も増えた事も事実です。  

介護保険のみではなく、国の方針に基づき様々な制度が見直されることは当然のことだと 

思います。しかし、それによって困る方々が生まれる事もあります。制度と現実の狭間で 

サービスを必要とする方々の不安ばかりがふくらんでしまう事のないように、例え微力で 

あっても、私たちにできることを丁寧に一つずつ取り組み、ご利用者の皆様の「安心」「笑顔」 

を大切にしていきたいと思います。 

皆様からの施設に対するご質問やご要望につきましても、どんどんお寄せ下さい。   

                                              【筆者：末次朋子】 

（相談窓口） 

生活相談員：末次朋子  

          内野奈留美  

（受付時間） 

 9時30分～18時00分 

      （日曜・祝日除く）  

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 または、 

「洸寿園」で検索して下さい。 

簡単に検索できます。 

皆さ～ん、今回の陽だまりは 

いかがでしたか？ 

次回は７月に発行します！ 

どうぞお楽しみに！ 

◎ 職員によって話しやすい人と話しにくい人がいるので気軽に相談し辛いのですが・・。 

貴重なご意見を頂き、ありがとうございます。洸寿園には、介護・看護・栄養・事務・ケアマネジャー・ 

洗濯・相談という様々な職種があり、特に介護職員は非常勤を含めると40名以上おります。 

御本人やご家族からの相談やご意見をきちんとした姿勢、態度で聞く事も私たちの職務の一つです。 

気になることがございましたら、気を遣われることなく、相談員、又は話しやすい職員に直接お申し付け 

下さい。又、事務室横の手動ドアを開けた所にご意見箱を設置しておりますので、ご自由にご意見を 

ご投入下さい。（無記名でも結構です） 
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ご案内 

お問い 

合わせ 


