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本年もよろしくお願いいたします。 

普段食堂でお食事をされている
皆様の新年会を行いました。 

他の皆様は、別の日に開催いた
します♪お楽しみに(^_^) 皆さんで囲む【すき焼き鍋】ワイワイ楽しく 

いつも以上にお箸も進んでいた様です。 

新年会の看板前で 

記念撮影！！ 

皆さん素敵な笑顔 

ですね～ 

新
年
会
は
お
酒
が
無
い
と

始
ま
ら
な
い
！ 

次回は１月１８日に
実施予定です。その
時の御様子は、次回
の陽だまりにて報告 

いたします。 

空いた時間に福笑いやカルタとり
に挑戦です。久しぶりのお正月
遊びに、少しの時間童心に返っ
たご様子でした。 
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１２月下旬にクリスマス会が行われました。 

今年はボランティアの方による踊りも披露され 

いつも以上に楽しい会となりました。 

今年の司会は、トナカ
イの被り物がよく似合
う、森山職員でした。 

職員も一緒に初めて
のベリーダンス！入
所者以上に嬉しそう
な笑顔が輝いていま
した。 

プレゼントで心も体も暖かくなって頂ければと思います。 

鮮やかな衣装で 

楽しませて頂きました。 

ｻﾝﾀｸﾛｰｽと、ﾊｲﾁｰｽﾞ!! 

私はトナカイより 

サンタクロースから 

欲しかったよ～ 

自然と笑顔が溢れます。 

感動の涙が 

溢れていました。 

まぁ～♪この歳でプレゼントを 

貰うとは思いませんでした～ 

今年はトナカイ 

からかぁ～ 
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外食 
少人数ずつですが、近くの回転寿司やショッピングモール等へ外食へ行っ
ております。ご希望がある方は、お気軽に相談員へお知らせ下さい♪ 

～お寿司バイキング～ 
こちら施設内で提供したお寿司です。 

おかわりも準備しております。 

一緒に食べない？ 
とっても 

美味しいよ～ 

職員と一緒にチクチクお裁縫中。 

自身の衣類に名前を付けました。 

外出で購入したお菓子を 

並べてﾊｲﾁｰｽﾞ！！ 

お店でのお会計も自分で 

行いました。 

今回は１０皿！本当は
まだ食べられます！ 

回転寿司にファミリーレスト
ラン、コーヒーショップや
フードコートなど、可能な限
り、ご要望に添うように対応
しております。 

ネタも小さく刻んで 

食べやすいよ～ 
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見て～こんなに大きなパフェ！ 
全部食べられるかしらね～？ 

さぁ～！今から 
気合いを入れて 
食べますよ～♪ 

こんな大きなパンケーキも・・ 
アッと言う間に完食です！！ 

コーヒーと回転焼きの組
み合わせもなかなか！ 

星野珈琲 

イオン大野城 

すし大臣 イオンモール福岡 
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◎新年会：すき焼き鍋を準備いたします。 
 8日 ・15日・22日の３回に 

 分かれて行います。 
◎節分の会：29日（１階の皆様） 

恒例の!? 
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ご 寄 付  吉田イチ子様 

匿名希望（一名様） 

※掲載のご了承を頂いた方のみ掲載しております。 

◎節分の会：5日（２階の皆様） 
詳細は、現在検討中です♪ 

 

◎ひな祭りの会 
詳細は今後検討していきます。 
茶話会も開催いたします。 

１
月 

２月 ３月 

ボランティア   藤秀舞踊様（行事） 

干支 干 支 の 意 味・由来 干支の特徴 

子（ねずみ） すぐに子が増え成長することから、子孫繁栄の意味があります 行動力と財 

丑（うし） 肉は大切な食料に、力は労働にと社会に密接に関わる干支です 粘り強さと誠実 

寅（トラ） 毛皮の美しい模様から前身は夜空に輝く星と考えられました 決断力と才知 

卯（うさぎ） 穏やかな様子から家内安全、跳躍する姿から飛躍を表します 温厚で従順 

竜（龍） 伝説の生き物・龍は瑞祥と言われ、古来中国では、権力者の象徴
として、扱われ ました 

正義感と信用 

巳（蛇） 執念深いと言われますが恩も忘れず、助けてくれた人には、恩返
しを行うと 言われています 

探求心と情熱 

午（うま） 人との付き合いが古く、人の役に立ち、人も馬を大事にしました 陽気で派手好き 

未（ひつじ） 家族の安泰を示し、いつまでも平和に暮らす事を意味しています 穏やかで人情に厚い 

申（猿） 山の賢者で、山神の使いと信じられていました。信仰の対象とし
ても馴染み深い 動物です 

器用で臨機応変 

酉（鳥） 人に時を報せる動物。「とり」は“とりこむ”と言われ、商売な
どには縁起の良い干支でもあります 

親切で世話好き 

戌（犬） 社会性があり、忠実。人との付き合いも古く親しみの深い動物 勤勉で努力家 

亥(いのしし) 猪の肉は万病を防ぐと言われ、無病息災の象徴とされています 勇気と冒険 

「ね・うし・とら・・。」指を折りながら干支の順番を必死に覚えたのは、いくつの頃だったでしょう
か？干支にも謂われや特徴、縁起話などがあるそうです。今回は、そんな干支の由来や特徴を取り上げて
みました。皆さんの干支には、どんな意味や由来があるのか、ちょっと覗いてみませんか？？ 

【 干支情報サイト ww.eto12.com/junishi08.html より引用 】 
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★居室の担当が変わりました。（12月1日～3月31日） 

担当職員以外
の職員にも、
お気軽にご相
談ください。 

  ☆居室の担当は、約４ヶ月毎に交代いたします。 
  ☆日常生活に必要な物の連絡、食事内容の相談などは、主に 

居室の担当介護職員から電話で相談させていただきます。 
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お知らせ 

①体調が優れない方の
ご面会はお断りする
ことがあります。
インフルエンザ・ノロウィル

スが流行する季節となりました。 

熱や咳をはじめ、嘔吐や下痢を
していたり、このような症状が
ある方がご家族の中におられる
場合は、面会はお控え下さい。 
※他の方に移る可能性がある場 

 合は面会をお断りしています。
（症状が治まっても、暫くは  
ウィルスが排出されている為、 
注意が必要です）  

 蔓延防止のため、何とぞご理
解、ご協力いただきます様、よ
ろしくお願い致します。受付の
消毒液、マスクもご利用下さい。 

②面会の際のお持ち込
みについて

 ご面会時に飲食物を持って
こられる際は、その場で食べ
きれる量のみでお願い致しま
す。食欲、体調把握の為、召
し上がられた物、量を職員に
お伝えいただくと、助かりま
す。 

 余った物はお預かりできま
せん。ご本人に渡す・タンス
や床頭台に置いて帰る・他の
入所者に配ることなどがない
ようにお願い致します。 

（食事の制限がある方や、喉
に詰める方もおられますので、 
絶対に おやめ下さい） 

④連絡先が変わった場
合はお知らせ下さい。 
 電話番号や住所が変わられ
たご家族様は、受付までご連
絡ください。ご来園時に、改
めてご連絡先を確認をさせて
いただく事もございますので、
ご了承下さい。 

③御意見箱をご活用下さい。
 洸寿園では、皆様からのご意見を広くお聞きするために、
ご意見箱を設置しております。 

 玄関正面の自動ドアの先（右手）に常時設置しておりま
す。ご要望・ご質問等、内容は問いません。無記名でも構
いませんので、お気軽にご意見をお寄せください。  

⑤名前のない衣類は、別の場所に保管しております。
 日頃から衣類の名前は確認しておりますが、名前が付いていない衣類が増えております。お
心当たりのある方は、お気軽に職員にお尋ね下さい。名前を記載していない衣類をお持ちにな
られた際は、職員に直接お渡し下さい。 

★請求書について  

 毎月の請求書は、10日に
発送しています。請求書の
中には、お知らせや重要書
類などが入っていることも
ありますので、必ずご確認
下さい。 
 お支払いは、請求書が届
いた月末迄にお願いいたし
ます。 
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 ４～５人が利用できる面会室が２室ありま
す。面会室が空いていない場合や、大勢で来
られる場合は、食堂もご利用いただけます。
ただし、入所者の方々が利用する時間は食堂
の使用ができませんので、ご了承下さい。 

 準備や片付けの時間を含み、食堂が利用で
きない時間は以下の通りです。 
（11時～12時45分／16時15分～18時分） 

事前にご連絡を頂きますと、御入浴や受診な
どでお待ちいただく事のない様、調整する事
もできます。 

第２２号 平成26年1月10日

（相談窓口） 末次朋子  内野奈留美 

（生活相談員） 
（受付時間） 
 9時30分～17時30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。 

お問い合わせ 

ご案内 

 私どもは、職務として介護サービスを提供
し、その対価として、皆様からのご利用料金
を含む介護報酬をきちんと頂いております。
公正な立場で平等なサービスを提供するとい
う観点から、受け取る事自体が適切ではない
という考え方を徹底し、受け取らない事を全
職員に周知させております。 

 お気持ちはとても有り難いのですが、職員
に対する心遣いや贈り物はお断りしておりま
すので、何とぞご理解、ご協力いただきます
よう、お願い申し上げます。 

 親族が数人面会に来るので、お部屋を 
お借りできますか？  

早いもので、１月も中旬を迎えようとしています。さて、今年は皆様にとって、
どんな一年になるのでしょうか？ 
 いよいよ消費税増税まであと少し。増税で暗～い気持ちの方も多いことと思
います。ただ、調べてみると、２月のソチオリンピック、５月の改良五千円札
の発行(目が不自由な方が判別しやすいように改良）、10月の皆既月食（今回
は全国で見られるそうです！）等、明るい気持ちにさせてくれる出来事もある
ようです。「笑っていいとも！」は終了してしまいますが、洸寿園は、今年も
一年、みんなで笑って楽しい気持ちで過ごしていきたいと思います。 

筆者：末次朋子 

 いつもお世話になっているので、職員 
の皆さんにお礼がしたいのですが・・。 

 車いすからベッドに移る介助をしてもらった時に、乱暴にされた気がしました。 
もう少し丁寧に優しく介助していただきたいです。 

 貴重なご意見を頂きありがとうございました。介助中の配慮不足や言葉不足などによって、
不快な思いをされた方がいらっしゃいました。この件については、ご本人にお詫びし、職員全
体にも注意を行いました。施設には、ご自分で伝える事が出来ない方も大勢いらっしゃるため、
今回のご意見を真摯に受け止め、同じ思いをされることがないよう、取り組んで参ります。 
今後も、気になる事や改善してもらいたい事などがございましたら、ご遠慮なくお知らせ下さ
い。(相談員以外の職員、受付でも結構です） 
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