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第27号 平成27年5月10日

あったかいんだからぁ～ ♪

３月３０日と３１日の２日間、毎年恒例のお花見を
行いました。
３０日は大変良いお天気に恵まれ、「清風公園」へ
お出掛けすることが出来たものの、翌３１日はあい
にくのお天気で 室内での催しとなってしまいました。

「こんな感じでいいかしら？」
と素敵な笑顔いただきました。

今年も淡くて美しいさくらの花びらをたく
さん見ることが出来ました。

洸寿園の素敵な笑顔も満開です！

「桜と私どっちが
綺麗かな？」と
山下様。もちろん…
どっちも（笑）

「たまには、花見も
いいですね。」と小野様。 イケメン職員とご入居者

の絵も、桜には
負けていません！
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【クイズ】 「お寿司」ということで、魚に関する漢字です。
なんと読むでしょうか？

Ｑ１．「鱸」 （ヒント ：結婚してかなり幸せ太りをしました）
Ｑ２．「海豚」 （ヒント ：なごり雪）
Ｑ３．「鱚」 （ヒント ：♪はじめてのチュウ～）

寿司バイキング

お寿司の合間にデザートを一
口パクッ！両方とも ご満足
いただけたでしょうか？

毎回、大変なご好評を頂いております、お寿司バイキングを

３月３０日に開催致しました。食品の衛生管理上、生ものの
提供が１１月から３月までの期間限定となっています。
これからの時期は、生もののご提供ができませんが

いろんなカタチでお食事をお楽しみいただけるよう努めて
参りますので、今後も乞うご期待！

お寿司大好き上村さん！おか
わりを２回もされ、ご満悦♪

「撮ってたの？あら、やだ～」
と中濱様。バッチリ
いただきましたよ！

ここで
クイズ!!

陽だまりカフェ

２月の陽だまりカフェは、
コロッケの会でした。

ホクホクできたてをいた
だきました♪

初めて参加された佐藤様。
コロッケを黙々と召し上が

られています。
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４月５日（日）、洸寿園の隣りのケアハウス
「エスペランザ」に、南米ペルーの音楽グループ
「リチャリー」の皆さんがお見えになり、演奏を
披露してくださいました。

私たちからすれば、ペルーは「地球の裏側」。
なかなか接することのない方々であり音楽であり、
初めて出会った音楽に魅了されました。まだまだ
知らないことがいっぱいです。

【前ページのクイズの答え】 Ｑ１．すずき Ｑ２．いるか Ｑ３．きす

音楽演奏会
～南米ペルー『リチャリー』～

楽しそうに手拍子をされ、終始ノリノリのご様子の小林様。
かたたや、見たこともない笛に驚かれたり、涙を流し感動
されたりと、皆さんそれぞれの感じ方がありました。

桃の節句

３月４日にひなまつり会を行いました。

ケーキやひなあられ、甘酒を召し上がりなが
ら、皆さん楽しそうに過ごされました。

その後、１階のご入居者はひな壇の前で、
２階のご入居者は色紙を抱いて記念撮影を
行いました。
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実績ある基本理念を念頭に

１日も早く戦力になるよう頑張り
ます。
御支援・御協力をお願いします。

ｻｲﾄｳ ｱｲ

齋藤 亜衣
～介護職員～

ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

小川 浩
～施設長代理～

ﾅｶｼﾏ ｻｴ

中島 紗英
～介護職員～

今年高校を卒業しました。１８歳です。

まだまだ未熟者ではありますが、早く
皆様のお役に立てるようになりたいで
す。よろしくお願いします。

１１年間勤めた洸寿園を退職す
ることになりました。

至らぬ点も多々あったと思いま
すが、入居者の皆様の生活に
携わることが出来た事、幸せに
思います。

皆様の笑顔が私の元気の源で
した。これからも笑顔で健康に
過ごせますことを心よりお祈り
申し上げます。
ありがとうございました。

ﾋｸﾞﾁ ｻﾁﾖ

樋口 幸代
～派遣介護職員～

２月下旬から勤務して
います。笑顔いっぱい
頑張りますので、よろ
しくお願いします。

ｸﾄﾞｳ ﾐﾎ

工藤 美穂
～看護職員～

今までお世
話になりま
した。

皆様これか
らもお身体
に気を付け
て、お元気
にお過ごし
下さい。あり
がとうござ
いました。
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ｼﾓｵ ﾀﾞｲｽｹ

下尾 大介～介護支援専門員兼事務職員～

爽やかで素敵な笑顔をお届けすべく、６年ぶりに洸寿園へ
帰って参りました。これまでの６年間、世間の荒波にもまれ、
自己研鑽してきたつもりでおりましたが、一番成長したの
は“お腹まわり”。気がつけば上着の前の部分がよく汚れ
る今日この頃です・・・。

お腹の出っぱり具合以外でも何かしら成長したところがあ
ると思いますので、とにもかくにもヨロシクお願いします！



〇保育園児交流会
日程：６月２３日（火）
場所：エスペランザ１Ｆ

○交歓大会
日程：６月２５日（木）
場所：サイレイクかすや

○バスハイク
日時：未定（６～７月頃）
場所：ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡

ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多

☆生活に必要な物や食事内容等の相談は、主に居室の担当介護職員からご連絡させていただきます。
☆ご相談、ご質問などは、担当職員に限らず、お気軽に近くにいる職員、又は相談員までご連絡下さい。

• 利用料金が改定されました。
平成２７年４月より、法制度改正に伴い利用料金の見直しが行われておりま
す。ご家族の皆様にはご面会時やご郵送にてご報告させていただきました。
内容で分からない点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、本年の８月には食費及び居室料の見直し予定となっております。その
際は全体での説明会を実施いたします。詳細は改めてご報告いたします。

• ふれあい相談員が来園しています。
福岡市のふれあい相談員派遣事業の一環であり、介護サービス利用者の
疑問や不安を解消し、介護サービスの質の向上を図ることを目的としていま
す。概ね月に2回程度来園され、入所者とお話をする中でよりよいサービス
が提供できるようなアドバイスをいただいております。 詳しくは福岡市の
ホームページもご参照下さい。ご不明な点はお尋ね下さい。

• 肺炎球菌定期予防接種のお知らせ。
平成２７年度中に対象年齢に達する方へお知らせが送付されています。ご
自宅に届きましたら、お気軽にご相談下さい。なお、施設にお知らせが届い
た方は、面会時等にご確認させていただきます。

ご
確
認
下
さ
い

居室 担当者 居室 担当者 居室 担当者 居室 担当者

101 小松 110 大里 201 藤 210 柴田

102 川口 111 吉川 202 柳田 211 伊藤

103 吉丸 112 高川 203 林・壁村 212 森山

105 押野 113 鈴木 205 原田 213 長・壁村

106 川内 206 塩井川 215 中山

107 内野 207 川添 216 市原

108 田中 208 岡本 217 長・中島
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左記に記載の行事内容に
ついて、詳細は未定となっ
ております。どの行事も少
人数ずつの参加となります。
ご本人の体調や体力を考
慮し、参加者を決定してお
ります。また今まで参加し
たことの無い方が優先とな
りますので、ご了承下さい。
ご不明な点がございました
ら、お問い合わせ下さい。

４月には入所者の健康診
断を実施しております。
※検査の結果、特に異常
のない場合には連絡は
行っておりません。

４月上旬にはお花見を行
い、桜弁当の提供があり
ました。５月は母の日ラン
チ、６月は父の日ランチを
提供予定です！
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期間は４月１日
から９月３０日の
半年間です



平成２７年の４月より新しく入所される方は原則要介護度３以上となりました。要介護度１，２の方
は特例入所に関する要件に該当していることが条件となります。また平成２７年４月以降に入所され
た方で、途中で要介護度が１，２となった場合もこの、特例入所に関する要件に該当していることが
条件となります。特例入所に関する要件は以下の通りです。

①認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁
に見られること。

②知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ
等が頻繁に見られること。

③家族等により深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、か
つ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

特例入所に関する要件に該当するかどうかは、家族の告知・施設の判断、保険者（市町村）の判断
をもって、施設内の入所検討会議を経て決定いたします。

なお、平成２７年４月以前にご入所されている方で、要介護度１～２の方の今後の在り方について明
確なものは決まっておりません。国の方針等が分かりましたら、再度お知らせいたします。

特別養護老人ホームは、要介護度３以上しか入る事が出来なくなったんです
か？介護度が１，２になったら退所しなければならないのですか？

イギリスにシャーロット王女が誕生されました。英国のみならず、世界中からの注目も高く、お祝いの
メッセージが溢れていました。いつの時代も子どもの誕生は喜ばしいものです。

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、洸寿園は福岡県の「子育て応援宣言企業」の登録を
行っております。そのかいあってか（？）日本の合計特殊出生率が１．４３と少子化が叫ばれているこ
のご時世、洸寿園は子だくさんの家族が沢山おります。かく言う私も３人の子育て中です。

企業のバックアップもあり、家族の協力や時に入所者の方やご家族の方にグチの様な話も聞いてい
ただきながら、日々仕事と子育ての両立を楽しんでいます。
（家事はかなりの手抜きですが・・・埃くらい問題なく生きていけると思っているＯ型人間です♪）

これからも周りの配慮を当たり前と思わず、日々感謝で精進していきます。そして遠い将来、我が子
が社会へ恩返しが出来る、素敵な人に成長するよう子育ても頑張ります！！
以上、内野の初めての陽だまりあとがきでした。 【筆者：内野奈留美】

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）

（受付時間）
9時30分～17時30分（日曜・祝日除く）
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・ 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
いつも施設の運営にご協力いただき、
ありがとうございます。
☆ご 寄 付：吉田イチ子様

他、４名の方
※お名前掲載の了承を頂いた方のみ
掲載しております。


