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毎年恒例の、「ヤフオクドーム野球観戦」に行ってきました～！！
応援・食べる・飲む・楽しみ方は人それぞれ☆気分もすっかり
若々しく♪応援の甲斐もあってか？？見事っ！ホークス勝利☆

星乃珈琲は、フレンチトーストが美味
しいと有名。そりゃぁ注文するしかな
い！そして噂どおり、美味しかった！

買い物のあとは、回転寿司へ。
時には変わった雰囲気で過ごし
たいですね。又行きましょう！
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福岡市東ブロック
老人福祉施設交歓大会

2階席の一番
前でした。
早く着いたの
で、記念に
パチリ！

奈多創生園の皆
様による演芸。

今
日
の
司
会
者
！

ついつい演技に
見とれてしまい
ますね～。

緊張を隠して
すまし顔♪

陽だまりカフェ
ホイップクリーム、チョコレートソース、
ますます食欲をそそりますね～。

この真剣な
表情。
職員は、手
も口も出し
ません。

実習生も楽し
く参加。将来
は学校の先生
です！
「頑張れ！」
と、エールを
送ります♪

食べ終わった後の
お話も弾みます♪
どんな楽しいお話
をしていたのかは、
内緒♪ 内緒♪
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そのほか、あんなこと、
こんなことありますよ。

七夕の短冊・・・。
職員の願望ですね・・。
周りは、いつも全力で
応援してるのですが、
健闘を祈ります。ハイ。
「庭のツツジが
綺麗かね！」
髪に飾ると、尚
素敵♪

いつも外のプランターを
見ながら談笑されている
お二人♪外出から戻る職
員を出迎えてくれます。
ヒソヒ
ソ話の
真っ最
中♪

飾り山見学第一弾！
中村様のご主人もご
一緒しました。

～職員研修の巻～
老人保健施設、ｹｱﾊｳｽの職員
も一緒に参加しました。

講義を2回行って頂き、全職
員が参加できました。

今回は、接遇マ
ナー研修でした。
気落ちの良い応対、
自分自身の気持ち
の切り替え方など、
各職員が考え、振
り返る貴重な時間
となりました。実
践に活かすことが
今後の目標です！

講師の新開よしこ先生。打ち
合わせも含め、とても丁寧に
担当してくださいました。

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸも、真剣に積極的
に取り組んでいます。
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３日間に分けて少人数ずつでバスハイクを計画しております。対象の方には
施設からご連絡いたします。次回の陽だまりでご様子をお伝えいたします。
お楽しみに～♪
夏の風物詩、山笠の飾り山見学を予定しております☆
毎年恒例の夏祭りが8/3(水)・8/10(水)に行われます。
詳細につきましては今回の陽だまりの最終ページに案内文章を掲載しており
ますので、ご確認下さい。
敬老茶話会・・9/７(水)
敬老祝賀会・・9/14(水)
後日、案内文を送付させて頂きます。

レクリエーション
今年度より、生け花活動を
再開しました。
１F,２Fに分かれて月に１度、
日曜日に実施しております。
職員も見様見真似で、利用
者の方に教えていただいて
おります♪

お誕生お祝い膳（月初め）
毎月、お誕生日の方に、栄養士や介護職
員からお好きなものをお伺いし、お出し
しております。意向を確認することが難
しい方には、ご家族にお伺いすることも
あるかもしれませんので、よろしくお願
いいたします。

利用料金のお支払い方法可能時間の変更について
今まで１９時まで利用料金の窓口払いが可能でしたが、今後、金銭のお取り扱いは１８時まで
となります。ご不便をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、面会時間は今までどおり１９時です。

職員の配置転換について
７／２１より、以下の通り配置転換となります。引継ぎの際には、ご迷惑をおかけすることも
あるかと思いますが、ご利用者に影響のないよう、職員一同、努めさせて頂きます。

下尾大介（しもお だいすけ） 介 護 支 援 専 門 員 兼 事 務 職 員→ 介 護 職 員
岡本 勝（おかもと まさる）
介
護
職
員
→介護支援専門員

介護保険負担限度額認定証の手続きはお済みですか？？
今年度より新たにマイナンバー(個人番号)の記載が必要となり、手続きをご家族へお願いしてお
ります。手続きがなされませんと、食事・居住費の減額が出来ませんので、今一度ご確認下さ
い。なお、手続きが終わられましたら、施設へご連絡いただけますよう、お願いいたします。
記載方法が分からない等ございましたら、お気軽に相談員又は事務職員へお尋ね下さい。

保険証類の提示をお願いいたします。
後期高齢者の医療保険証が新しく切り替わる時期となりました。新しい医療保険証や介護保険
証が届きましたら、速やかに洸寿園にお持ち下さい。特に医療保険証は受診の際やお薬を準備
するために必ず必要となります。お手数ですが、ご協力をお願いいたします。

実習生が来ます！！
今年度も８月下旬、９月下旬に社会福祉士の実習生を受け入れを行っております。大学生の
介護体験も含め、介護の場面に同行することがございますが、何卒ご理解・ご了承下さい。
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中尾千明(ﾅｶｵﾁｱｷ）
～非常勤介護職員～

森本理沙(ﾓﾘﾓﾄﾘｻ）
～非常勤介護職員～

安部朱美(ｱﾍﾞ ｱｹﾐ）
～派遣看護職員～

お待たせしまた！
前回、写真が間に
合わなかった森本
です♪
初めまして、中尾千明と申します。
介護職は初めてで、至らない所が
あると思います。皆様、ご指導よ
ろしくお願いいたします。

3/8より洸寿園にて働かせていただき、
ありがとうございます。
特別養護老人ホームでの勤務は初めて
ですが、精一杯頑張りますので、どう
ぞ宜しくお願いいたします。

【この度いただいたご意見】
怪我があった時はきちんと報告して欲しいです。いつも同じ怪我があがっているので
再発防止を強く求めます。
この度はご心配をおかけして申し訳ございませんでした。また、せっかくご意見箱をご活用頂き
ましたのに、対応が遅くなり申し訳ございません。
今までご意見箱の確認は曜日を決めずに概ね週に１度の確認でしたが、職員間で話し合いを行い
担当者が決められた曜日(休みの際は翌日）に確認することとしました。また再発防止については
再度多職種で検討し、対応策を提示させていただきました。
このご意見を元に、再度ご家族への報告の仕方を全利用者見直しさせていただきました。
急を要さない連絡等で、施設からの「メール」を希望するご家族がございましたら、
相談員までご連絡下さい。

ご寄付：匿名希望－２名
ご協力に感謝いたします。社会福祉事業のため、大切に使わせて頂きます。
ホームページで、日頃の様子や
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）

～あとがき～
今年も早、半年が過ぎました。年齢を重ねるにつれ時間が経つ
のが本当にアッと言う間です。
今年の初めに立てたダイエット！という非常に個人的な目標
ですが・・半年経った結果は、聞かないで下さい（苦笑）
最近は私を取り巻く包囲網が広くなり、家庭・職場内だけでな
く、至る所で私の行く末を心配し、話し合いが持たれているよ
うです。しかし、肝心なのは本人のやる気！
このやる気！！実は今の介護業界でも大切なことです。自立
支援が介護の基本であり、いかにご本人のやる気を引き出すの
か、職員の腕の見せどころです！！ご本人が負担を感じず、出
来ることを続けていただきたいと思っております。
誰か私のやる気スイッチを探して下さい。筆者：内野奈留美

洸寿園 介護理念
・ 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。
１０月発行
・ 専門職として、サービスの質の向上 に努めます。

平成 28 年 7 月 10 日
御家族の皆様
特別養護老人ホーム 洸寿園
施設長 喜多岡 良一
担

当 介 護 職 員

夏祭りのご案内
拝啓
初夏の侯、ご家族の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し
あげます。平素は、当施設の運営に対しましてご理解とご協力を賜り深く感謝
いたしております。
さっそくですが、下記の日程で夏祭りを開催いたしますのでお知らせいたします。
敬具
記
◇1 階入居者様
日程：平成 28 年 8 月 3 日（水）
時間：10：00～13：00
◇2 階入所者様
日程：平成 28 年 8 月 10 日（水）
時間：10：00～13：00
【内容】くじ引き・スイカ割り等・夏祭り軽食

以上

参加ご希望の御家族は、ご参加人数を 7 月 25 日までにお電話又は、面会・来園
時に受付までお知らせ頂きますようお願い致します。なお、お車でお越しの方は、
駐車場の都合がございますので車の台数を併せてお知らせ下さい。
また、当日、職員は入居者の方に楽しんでいただく為に御家族皆様にまで配慮が
至らない点が多々あるかと思いますが、あらかじめご了承くださいますようお願い
いたします。
連絡先：092（503）1085

