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面白いね〜

愛泉園創立記念

8月21日に社会福祉法人正栄

▼歌や踊りで
盛り上がりました

37年
おめでとう
ございます

会の３７回目の創立記念 行事が

行われました。利用者 様から理

事長へ花束が 贈呈され、また昼

食は特別メニューのお食事を召
し上 がりました。午 後 からは 職

員による余興も行われ、利用者

の皆 様、大いに笑い盛り上がり
ました。

愛泉園デイサービスセンター
通所介護事業所

き
ターのひとと
ン
セ
ス
ビ
ー
デイサ
▼園児との交流会

TEL.099−298−8331

笑顔いっぱいの毎日です

デイサービスでは交流や会話を楽しみながら、皆様の個性や特技等

を生かした活動に取り組んでいます。皆様が好きな事に取り組んでい
る時の笑顔は「なんちゅあならん」です。

実習生と
コラボ
▲祝１00歳

入れ入
れ

▼

植えたヘチマでタワシと
来年の種収穫

˜

▲

▲得意分野を生かして、皆
様で楽しめるゲーム道具を
手作り

＼利用者の方と一緒に作った
▼８月

▼9月

8月 真夏の楽しい海岸

9月 おいしそうな果実の下で演奏会

10月 収穫の秋

▼10月

壁飾り

コラ ム

社会福祉法人 正栄会
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生活介護

アミュザントアリス

イルカのジャンプ
すごいねぇ〜！

※【アミュザントアリス】
とはフランス語で
「楽しいアリス」
という意味です。

気持ち
いいねぇ〜！

▼水族館でハイポーズ！

TEL.099−298−8184

外出活動

他にもいっぱい
あるよ〜♪

天気の良い日が続いたのでアリスを

飛び出して、水族館、ハートピア、科学館、
買い物などに行ってきました。 室内と

は一味違う色々な経験・体験を通して、笑

▲ハートピアの
プールで

ました。職員にとっても、利用者様の様々

ショッピ ング
モールでのお買
い物を楽しみま
した

▲

顔たっぷりのひと時を過ごすことができ

な反応や意外な一面に触れることができ、
楽しくも貴重な日になりました。

放課後等デイサービス

児童発達支援

プレザントアリス

ミニョンヌアリス
TEL.099−298−8184

TEL.099−298−8184

※【ミニョンヌアリス】
とはフランス語で
「かわいいアリス」
という意味です。

※【プレザントアリス】
とはフランス語で
「愉快な、心地いいアリス」
という意味です。

お店屋さん

お店屋さんとお客さんを
楽しく体験できたよ♡

課 題あそびの 一貫と

▲〜たこ焼き屋さん〜

合ってるかな…

お金の学習

課題あそびでは、学習面の向

上を目的に取り組んでおり、今

して、お店屋さんごっこ

回 はお 金について学び ました。

を行いました。タコ焼き

購入するには100円玉、10円玉

屋やくじ引き、金魚すく

がいくら必要かを学習した後に、

いなどの出店を作り、お

室内に設定したお店でたこ焼き

店屋さんとお客さん、そ

やヨーヨーを購入する体験をし

れぞ れの 役 割を楽しみ

ました。不安な表情を見せる子

ながら、言葉を交えたチ

どももいましたが、繰り返し行

ケットのやり取りを経験

う中で、不安が自信に変わる姿

しました 。活 動 を 通し、

が見られました。

言葉を使ってやり取りす

▲まずは、100円玉10円玉を分けて…

る力を深める、よい機会
となりました。

▲〜金魚すくい〜

重症児放課後等デイサービス

ジャンティーユアリス

秋の壁面製作

新聞紙や画用紙、絵の具等を使い、お芋を作りました。のりやテープなど、
こうち

道具の使い方や巧緻性の向上を目的として取り組みました。作ったお芋をみ
んなで飾り、秋の訪れを感じました。

TEL.099−298−8184
どこまで
飛んでいくのかな…

シャボン玉

た。たくさんのシャボン玉に囲まれながら、もっといっぱいにしようと何

度も取り組みました。太陽に照らされたたくさんのシャボン玉はキラキ
ラ光り、とってもきれいでした。

▲

みんなでペッタンコ♪

エマーブル アリス
TEL.099−298−8184

▲優しく吹いて…♪

天気の良い日に、施設内を散歩した後、みんなでシャボン玉をしまし

▲〜お芋作り〜
絵の具でぬりぬり♪

計画相談支援・障害児相談支援

※【ジャンティーユアリス】
とはフランス語で「思いや
りのある、優しいアリス」
と
いう意味です。

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。
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気で
お元

介護老人福祉施設 愛泉園

愛泉園短期入所生活介護事業所（ショートステイ）

TEL.099−298−8153

いつま
でも

特別養護老人ホーム

おめでとう
ございます

十五夜

9月１８日に十五夜の行事を行いました。綱引きに参加され
「よい

しょ！よいしょ！」
と威勢のよい掛け声と太鼓の音に合わせ、皆様顔を
真っ赤にされ一生懸命に綱を引いておられました。

がんばれ！がんばれ！

い
しょ
わっ

素晴らしい歌と演奏でした

▲

敬老会

9月１９日に、愛泉園の敬老会を行いました。今年は５名の方が、

米寿
（８８歳）
の節目を迎えられ、4名の方が100歳以上となりまし

た。理事長よりお一人お一人に記念品と賞状が贈られると、皆様と
よ うか し ゅう

ても喜ばれておられました。祝い膳をいただいた後は、陽嘉秋会の

皆様による歌や三味線の演奏でお祝の日に花を添えて頂きました。

▲力いっぱい綱を引きました

グループホーム

ありがとう♪

ふるさとの家 郡山

郡山中学校様よりお花の苗をいただき

TEL.099−298−8118

ました。子供さん方の訪問は皆さんうれし
いものです。大切に育てます。

グループホームに
カラオケがやってきた！

職員親睦会！

カラオケを導入しました。グループホームは朝から昭和歌

今年の夏は暑かった

謡が流れ、さながら天文館のカラオケスナックのようです。今

ではなかなか聴かない歌を、入居者の皆様大きな声で歌って
いて、当時の思い出話に花が咲いてます。

コマ
郡山の日常一
ふるさとの家
▲

♪ ♫

♬

三味線がなると
体が動く！

▲

愛泉園
居宅介護支援事業所

ということで、バーベ

肉がうまい！
満腹でした！

キューパーティーをし

ました。アルコールが
ビンゴゲーム﹁そろった﹂

懐かしい歌やな！
！
！

TEL.099−298−8332

郡山中学校様より
花の苗の贈呈

飲めないのが残念で

すが、たのしい親睦会

でした。

認知症対応型通所介護

デイサービス
ふるさとの家 郡山

在宅生活の延長として、利用者

が有する能力をいつまでも発揮で
きるように支援していきます。
お問い合せは「ふるさとの家 郡山」
tel.099-298-8118まで

介護保険とは

介護保険制度は平成１２年４月にスタートし、市区町村が中心となって制度を運営しています。

４０歳になると被保険者として介護保険に加入し、
６５歳以上の方は市区町村が実施する要介護認定にお

いて介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、
４０歳から６４歳まで

の人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けるこ

とができます。

介護サービスに関することで分からないことがあれば、なんでもご相談ください。
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愛泉園
訪問入浴介護事業所

総合相談支援センター
TEL.099−298−8184

TEL.099−298−8331

わきあいあい転倒ストップ教室！

我が家でゆったり入浴

転倒ストップ教室は、健康チェックからスタートし、曲に

訪問入浴介護事業所で

合わせた運動や認知症予防の簡単なレクリエーションを行

っています。その後は、メインとなるマシンでの体力づくり！

は、看護職員1名、介護職

11月9日、12月7日、1月11日です。

します。ご自宅で安全・快

員２名の計３名で、お伺い

皆さんと一緒に月に1回開催しています。次回の開催予定は

適な入浴を、安心して

ふれあい教室は、
公民館単位で開催しています。

楽しんでいた
だけます。

健康チェックから始まり、曲に合わせた体操やレクリエーションな
ど約1時間、笑いのある楽しい教室です。
どちらも無料なのでお気軽に、
ご連絡ください。

訪問介護ステーション

▲体をしっかりと動かしたり、冗談を言って
笑ったりと楽しく過ぎる1時間です！

まごころ
訪問給食サービス

愛の泉

TEL.099−298−8336

身体機能の衰え
●噛む力や飲み込む力、消化器官の衰え。
●運動量が減るためお腹が空かなくなる。
●食べる動作が遅く時間がかかり、疲れてしまう。

TEL.099−298−8331

掃除の知恵袋①

しましょう。知っている方は、ごめんなさい。知らない

高齢者の食事について
理解しよう
！

すぎてはダメ）
水垢の付いた、洗面台をやさしく擦り

ることが困難になります。

どの家庭にもある歯磨き粉を使った裏技をご紹介

人は、得をします。歯磨き粉を布に適量付けます。
（多

認知症による問題
●落ち着いて座っていられない。
●介護者の手助けを受け入れられない。
●食べるという行為がわからない。

高齢者は、心身や身体の変化にともない食べ

ます。
（擦りすぎに注意、キズになります）
すると、歯磨

き粉の研磨作用で、綺麗になります。仕上げに、雑巾

などで二度拭きすれは、ＯＫ！また、
ドアノブなどにも

食べる環境の問題
●箸や食器を上手く使えない。
●姿勢が悪く食べにくい。
●一人で食べるのが寂しい、楽しくない。
食べることは、人生の楽しみの一つであり豊かな生
活につながります。様子をよく見ながら、何が問題
なのか？を考え、一人ひとりの状態に合わせた調理
やコミュニケーション、食べる環境への気配りがとて
も大切になります。

利用できますので、家中綺麗にできますね。興味のあ

る方は、ぜひお試しください！汚れのひどい場合は、
ご
めんなさい。

5名の方に

1

正解者の中から抽選で

「レジャーラグマット」
をプレゼント!

①奄美大島の右にある島
②SNSのひとつ
③◯◯◯に腕押し
④インド料理でカレーと一緒に食べるパン
⑤北方領土4島のひとつ
⑨刀などの刃物の部分を包む覆いのこと

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２8年11月14日
（月）
当日消印有効
▲タータンチェックのレジャーマ

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）
●デイサービスセンター
☎298-8331（担当 鶴留）
●ふるさとの家 郡山 ☎298-8118（担当 福元）
●アリス ☎298-8184（担当 前原）

8

①今、大ヒット中のアニメ映画
⑥鬼がかくれている人をみつけるあそび
⑦明治◯◯◯の立役者。西郷と大久保
⑧重力をあらわす単位
⑨◯◯は投げられた…
⑩フリーアナウンサー小林◯◯。
小林麻央さんのお姉さん

編集後記

ボランティア大募集
Mobile Photo
Album

▲正栄会地域交流
ボランティア
センター

3

4

5

7

【ヨコのカギ】

〒８９１-１１０３鹿児島市川田町１０９０
ット。秋の行楽のお供にいかが？
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。

2

6

【タテのカギ】

応募先

詳しくは
お問い合せ
下さい

9
10

【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

北海道からは初冠雪や、紅葉の
便りが届いていますが、鹿児島は今
だに25度を超す夏日続きというおかしな気象状況が続
き、どこのご家庭も衣替えに戸惑われているのではない
でしょうか。さて、正栄会は37回目の創立記念日を迎え
ました。昭和55年8月21日に定員50名で開園し、不慣
れなスタッフと何をするのも手探り状態だった当時の事
が懐かしく思い出されます。制度は措置から介護保険に、
地名も郡山町川田から鹿児島市川田町に変わり、37年
の時の流れを感じさせられます。今後ともどうぞよろし
くお願い致します。

