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（ショートステイ）
鹿児島市福祉有償運送 正栄会
〒891-1103 鹿児島県鹿児島市川田町1090 TEL（099）298-8153 FAX（099）298-8726

愛泉園デイサービスセンター

秋号

通所介護事業所/愛泉園訪問入浴介護事業所/生きがい対応型デイサービス
まごころ訪問給食サービス/愛の宅配弁当/愛のサロン
〒891-1102 鹿児島県鹿児島市東俣町127-1 TEL（099）298-8331 FAX（099）298-7677

訪問介護ステーション 愛の泉 ほほえみ愛隊「まごの手ーション」
あいたい

て

〒891-1102 鹿児島県鹿児島市東俣町127-1 TEL（099）298-8336 FAX（099）298-7677

愛泉園在宅介護支援センター居宅介護支援事業所

〒891-1102 鹿児島県鹿児島市東俣町127-1 TEL（099）298-8332 FAX（099）298-7677
認知症対応型共同生活介護事業所

認知症対応型通所介護
グループホーム
の
デイサービス ふるさとの家 郡山
〒891-1102 鹿児島県鹿児島市東俣町3853 TEL（099）298-8118 FAX（099）298-8122

ふるさと 家 郡山

障害者（児）通所施設アリス

*Autumn* 2015.11.1/No.57

社会福祉法人 正栄会 理事長/上片平 栄昭

生活介護♥アミュザント アリス
児童発達支援センター♥ミニョンヌ アリス
放課後等デイサービス♥プレザント アリス

正栄会総合相談支援センター♥エマーブル アリス
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各施設の見学はいつでもお気軽にお越し下さい。
ホームページアドレス http://syoueikai.or.jp
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職員の余興
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愛泉園創立記念

8月21日に社会福祉法人正栄会の３６回

目の誕生日を祝して、愛泉園で創立記念行
事が行われました。はじめに理事長より挨

▲

理事長挨拶

拶をいただき、特別メニューのお食事を利

用者の皆様に召し上がって頂きました。午

後からは、グループホームやデイサービス
の利用者様も来園され、職員による歌やダ

今後とも
よろしくお願い致します

ンス、水戸黄門劇など趣向を凝らした余興
に、
大いに笑い盛り上がりました。

▲盛り上がりました

特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設 愛泉園

総合相談
支援センター

ありがとう
ね〜！

愛泉園短期入所生活介護事業所（ショートステイ）
▼

歌のプレゼ
ントが ありま
した

TEL.099−298−8153

TEL.099−298−8184

慰問

9月28日に南方小学校の児童の皆様が

歌や紙芝居など披露してくれました。歌に

合わせて笑顔で合いの手を入れたり、子ど

もたちと握手をしたり、肩たたきをしても

らい皆様笑顔で子どもたちとふれあってお

られました。なかには涙を流して喜ばれる
方もおり、
とても楽しい時間を過ごす事が
出来ました。

皆様
おめでとう
ございます

敬老会

▲マシンを正しく使って、
しっかり運動しましょう！

敬老会を行いました。今年は7名

みんなで楽しく
運動しましょう！

０歳）・米寿（８８歳）・喜寿（７７

体力づくりを中心に、曲に合わせた

事長よりお一人お一人に記念品と

みながら行っています。次回の開催

9月21日敬老の日に、愛泉園の

転倒ストップ教室は、マシンでの

の方が、紀寿(１００歳)・卒寿（９
歳）の節目を迎えられました。理

体操や認知症予防の運動など楽し

賞状が贈られると、皆様とても喜

日は11月20日、12月4日、1月22日

ばれておられました。今年は、3名

です。ふれあい教室は、公民館単位

賑やかなお祝いとなりました。祝

タートして体操やレクリエーションな

で開催しており、健康チェックからス

の方が100歳を迎えられ、とても

ノ・トランペットの演奏でお祝い
の日に花を添えました。

100歳に
なりました
紀寿のお祝い

▼

い膳をいただいた後は、歌やピア

ど約1時間を皆様と一緒に楽しく過

ごしています。いずれも窓口は同じ
です。お気軽に、
ご連絡下さい。
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ゴマすれたね！

グループホーム

敬老会

ふるさとの家 郡山

今年も敬老会を行いまし

た。ご家族の方も35名の

TEL.099−298−8118

参加をいただき、入居者の
皆様と食事を一緒にしなが

なんを
（何を）
すっね！
！

ら、思い思いの時間を過ご

「今日はなんをすっ

しました。演芸は「森社中」

ではよくこの言葉が

舞踊を披露していただきま

▲迫力ある五つ太鼓

の皆様による五つ太鼓や歌、

ね？」
グループホーム

認知症対応型通所介護

のやりたいことをし

デイサービス
ふるさとの家 郡山

す。さて、今日は食事

が有する能力をいつまでも発揮で

した。

聞けます。スケジュー

▼三味線の演奏で総踊り

ルがないので、自分

在宅生活の延長として、利用者

て生活を送っていま

きるように支援していきます。

つくり、皿洗い、脳ト

お問い合せは「ふるさとの家 郡山」
tel.099-298-8118まで

レ、洗濯干し等々何を

しましょうか？？

▲文化祭に向けて陶芸の仕上げ

愛泉園
訪問入浴介護事業所

愛の泉

TEL.099−298−8331

TEL.099−298−8336

訪問介護ステーション

感染症予防

段々と過ごしやすい季節になってきました。これか

らの時期、気を付けたいのがインフルエンザや食中

毒などといった感染症です。日常生活の中で次のこと

に気をつけながら感染症に罹らないよう過ごしてい

我が家でゆったり入浴

きましょう。

訪問入浴介護事業所では、看護

職員1名、介護職員２名の計３名で、

1 体調不良や咳が出る時などはエチケットとし

安全・快適な入

2 外出後だけではなく、手洗い・うがいはこま

てマスクを着用する

お伺いします。ご自宅で
浴を、
安心して
楽しんでいた

だけます。

愛泉園
居宅介護支援事業所
TEL.099−298−8332

めに行う

詳しくは
お問い合せ
下さい

3 日ごろから十分な栄養と睡眠をとり体調を
整えておく

〜教えてケアマネさん〜
Q

介護タクシーは運賃も介護保険の対象ですか？

A

移送にかかる運賃は全額を自分で支払います。

（介護タクシーを使って病院に行こうと思うのですが、病院までの運賃も介護保険サービスの対象になりますか。）

（介護保険サービスの対象となるのは、車の乗り降りの介助などで、移送にかかる運賃は全額が自己負担になりま
す。）
※このサービスは要支援の方は利用できません。

介護タクシーとは
訪問介護サービスのうち、ホームヘルパーなどの資格を持った運転手が、通院などのときの乗車や降車の介助、お
よび乗車前や降車後の移動の介助などをするサービスです。介護保険では、移送にかかる運賃は支給されませんの
で、利用のときはサービスの一部自己負担金とタクシー運賃の全額が必要です。
・介護保険や福祉の内容等で分からないことがございましたら、お気軽に当事業所へお問い合わせください。

まごころ
訪問給食サービス
TEL.099−298−8331

意外と知らない!? キムチの美容パワー！

キムチは、塩漬けした白菜や大根などの野菜に、唐辛子、ニンニク、塩辛などの薬味をあわせて漬け込んだも

のです。そのまま食べるだけでなく豚キムチやキムチ鍋などに用いられ、美容や健康維持に優れた身近な食材
となっています。発酵食品であるキムチに含まれる乳酸菌はとても豊富で、ヨーグルトにも匹敵します。そもそ
も腸内では数多くの乳酸菌が働いていますが、キムチの善玉菌が加わることで胃腸が活性化され腸内環境を整

えることができます。また、唐辛子のβカロテンの含有量も豊富で（ピーマンの３５倍！）その多くがビタミンＡ

になって全身を駆けめぐることにより新陳代謝を活発にし、肌を美しく保ってくれるのです。いつまでも美しく
健康でいたい方には、ぴったりの食材ですね♪くれぐれも食べ過ぎには注意して、毎日の食卓に取り入れてみて
はいかがでしょうか。
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*Autumn* 2015.11.1/No.57

児童発達支援

ミニョンヌアリス

壁面製作

美味しそうなぶどうと個性の

TEL.099−298−8184

あるトンボができました！

親子遠足

9月26日（土）に平川動物園へ遠足に

行きました。親子体操の後、早速、園内

鹿さん食べてね♡

散策へ出発！お父様お母様と一緒にウォ

ークラリーや“エサやり体験”にもチャレ
ンジしました。普段の療育とはひと味違

う体験ができ、子ども達のいきいきとし

▲作品〜ぶどうとトンボ〜
▲〜親子体操〜おんぶでふれあい

エサやり体験！

▲

た表情がとても印象的でした。

生活介護

人形劇

アミュザントアリス

誕生会でボランティ

TEL.099−298−8184

アグループ「ピノキオ」

楽しかったぁ♪

の皆様に手作り人形劇

を披露していただきま

メルヘン館見学

した。歌や音楽に合わ

で、
「 真っ白な絵本」の上映を楽しんだり、

可愛い動物達。皆様目

わくわくスタジオの大きなスクリーン

せて、
リズミカルに動く

まるで壁から飛び出ているような「不思

をキラキラさせて、手

の世界がいっぱい。素敵な時間を過ごす

した。楽しい時間をあ

拍子をして喜んでいま

議の国のアリス」
のアートなど、
メルヘン

ことができました。

放課後等デイサービス

プレザントアリス

りがとうございました。

▲ハイポーズ！

※「プレザントアリス」
とは”愉快な、心地いい
アリス”という意味です。

秋の壁面製作

指先を使った細かい作業に苦戦す

る姿もありましたが、みんな懸命に取

TEL.099−298−8184

り組んでくれました。ストローやスポン
ジといった“身近にある物を活用でき

上手く
できるかな…

る”ことへの気づきや楽しさを味わうこ

とができました。完成した色鮮やかな

トンボたちが秋を運んでくれます！
！

秋が
やってきました♪

▲人形劇の様子

計画相談支援・障害児相談支援

エマーブル アリス
TEL.099−298−8184

障害者（児）が障害福祉サービス、障害児

通所支援（児童発達支援・放課後等デイサ
ービス）をご利用される前にサービス等利

用計画（障害児支援利用計画）を作成し、一

定期間ごとにモニタリングを行う等の支援
（計画相談支援）を行ないます。ご利用者

負担は無料です。秘密は厳守いたしますので、
お気軽にご相談ください。

※「エマーブルアリス」とは、フランス語で“親切なアリ
ス”という意味です。

私たちといっしょに働いてみませんか

社会福祉法人正栄会（特別養護老人ホーム愛泉園、愛泉園デイサービスセン

ター、ふるさとの家郡山、障害者(児)通所施設アリス）では、いっしょに働くス
タッフを募集しています。

介護スタッフ、看護スタッフ、調理スタッフetc
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、幼稚園教諭、社会福祉主事、

調理師など資格をお持ちの方はもちろん、お持ちでない方、初心者の方
でも大歓迎です。

※各施設の職種によっては資格が必要となる場合があります。
仕事の内容や勤務日数、時間帯などお気軽にご相談ください。

お問い合わせは、採用窓口☎099‐298‐8331まで

社会福祉法人 正栄会
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愛泉園デイサービスセンター
通所介護事業所

▼ 一緒に体を動かしました

▼踊りを披露

生きがい対応型デイサービス

こっちを向いて！
！

TEL.099−298−8331

誕生会

7月、8月、9月のお誕生日の方々に誕

生会を開催しました。総勢で18名！ボラ

子ども達の訪問

ンティアの皆様に歌や踊り等を披露して
頂き、大変盛り上がりました。これからも

郡山保育園の園児の皆様が遊びに

元気な姿をデイサービスで見せて頂き

来てくれました。踊りや一緒に作品作り

たいと思います。本当におめでとうござ

など、楽しい時間を過ごしました。ご利

います。

用の皆様の表情も日頃とは違った感じ

で、
うれしそうに会話をされたりと笑顔

記念撮影

が多く見られていました。

＼利用者の方と一緒に作った
▼8月

▲三味線の
音に合わせ 、
歌われてい
ます
▲

くす玉割り

▼9月

▼10月

8月
「ひまわり」

壁飾り

コラ ム

大きく育ち、今にも太陽に届きそうな感じです。

9月
「十五夜」

うさぎ、鯉と月を眺めています。池のこいも月に・
・
・こい！

10月
「運動会」

みんなで汗を流し、競技に取り組みました。優勝できたかな？

5名の方に

正解者の中から抽選で

2

「ライト付き拡大鏡」
をプレゼント!

1

【タテのカギ】

黄色枠の言葉を組み合わせて
キーワードを導き出してください
応募方法

郵便はがきに答（キーワード）
と住所・氏名・年齢・
電話番号、今号の感想をお書き添えの上、下記の
応募先まで郵送ください。
平成２7年12月10日
（木）
当日消印有効

▲目に優しいLED
ライト付きだから
暗いところでもよ
く見えますよ〜

応募先

〒８９１-１１０３鹿児島市川田町１０９０
愛泉園
「アイセン」
クロスワード係
※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

【ヨコのカギ】

でも歓迎致します。ご連絡お待ち
致しております。
●愛泉園 ☎298-8153（担当 福里）
▲正栄会地域交流
●デイサービスセンター ☎298-8331（担当 吉岡）
ボランティア
●ふるさとの家 郡山 ☎298-8118（担当 福元）
センター
●アリス ☎298-8184（担当 前原）

6

4

Mobile Photo
Album

5

7
8

【キーワード】

黄色枠の言葉を組み合わせると
一つの言葉になります

編集後記

利用者の方々とのふれあいなど

ボランティアに興味がある方、いつ

①神に仕える女性のこと。
神社にいます
②東京タワーより高い634m。
東京◯◯◯◯◯ー
③秋になると見かけます。
夕焼け小焼けの…
④のんびりした性質
⑤◯◯に冠を正さず

①叶姉妹の妹。叶◯◯
②2004年◯◯◯◯沖で大きな地震がありました
⑥屋根より高い◯◯◯◯◯
⑦冷たくしたり、甘えてみたり…。◯◯デレと言います
⑧ばんそうこうを貼って治しましょう

ボランティア大募集

3

9月21日敬老の日に、愛泉園
敬老会が行われ、今年は3名の方

が紀寿
（100歳）
を迎えられました。
トップページのお
写真を御覧になれば分かられると思いますが、
とても
100歳とは思えない若々しくお元気な皆様です。長
寿の秘訣は
「良く食べて、笑顔でくよくよしない」
だそ
うです。私達も3名様のように
「毎日明るく！前向き！
！」
を目標にがんばります！
！

