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特別養護老人ホーム 愛泉園短期入所生活介護事業所（ショートステイ）
鹿児島市福祉有償運送 正栄会介護老人福祉施設 愛泉園

〒891-1103 鹿児島県鹿児島市川田町1090    TEL（099）298-8153  FAX（099）298-8726

障害者（児）通所施設アリス

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
重症児放課後等デイサービス♥ジャンティーユ アリス
正栄会総合相談支援センター♥エマーブル アリス

認知症対応型通所介護
デイサービス ふるさとの家 郡山

認知症対応型共同生活介護事業所

グループホーム 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

あいたい て

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」
〒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

愛泉園デイサービスセンター
通所介護事業所/愛泉園訪問入浴介護事業所/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

〒891-1103 鹿児島県鹿児島市川田町191-1  TEL（099）298-8184  FAX（099）298-8177
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

寺尾 健さん

新人職員より一言
　ここに並んでい
る仲間と共に今日
この日を迎えるこ
とができ、とても誇
らしく思います。一
生懸命全力で頑張
り、1日でも早く職
場に慣れ日々精進
してまいりますので、
何卒温かいご指導、
ご鞭撻のほどよろ
しくお願いします。

▲節分の様子

▲色とりどりのチューリップに笑顔が溢れます

 ２月３日に節分行事を行いました！今年も鬼に扮した職員が
利用者の皆様の前を縦横無尽に暴れまわると、「鬼は外！！」
と大きな声を上げ、手に取ったお手玉を一生懸命に鬼に向かっ
て投げられておられました。

節分

　３月１４日、ケーキバイキン
グを行いました。ショートケー
キとチョコレートケーキの２種
類から選んで召し上がってい
ただきました。皆様甘～いケ
ーキをほおばると、笑顔一杯
になりとても喜んでいただけ
ました。

ケーキバイキング

　昨年１１月にＪＡバンク鹿児島様より、チューリップの球根を寄贈していただきました。
きれいに咲いた花を見て、利用者の皆様もニッコリ笑顔で春の訪れを感じることができ
ました。

色とりどりのチューリップ♪

TEL.099−298−8153

愛泉園短期入所生活介護事業所（ショートステイ）
介護老人福祉施設 愛泉園
特別養護老人ホーム

正栄会 検索

　４月１日に入職式が行われま
した。今年は8名の新しい職員
が正栄会の仲間に加わりまし
た。少し緊張気味でしたが、理
事長より辞令交付を受け、正栄
会の理念の「誠」を胸に抱きこ
れから活躍してくれると思いま
す。どうぞよろしくお願いしま
す。

Topics

入職式 私たちが新職員です♪
一生懸命頑張ります！
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鬼登場！！

鬼は～～外！

ド
ー
ン
！

綺麗に
咲きました♪

美味しいよ～



　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。

TEL.099−298−8184

エマーブル アリス
計画相談支援・
障害児相談支援

　レンジで温めたマシュマロをクラッカーでサン
ド。仕上げにホワイトチョコレートやマーブルチョ
コで飾りつけをしました。甘いマシュマロとチョコ
の香りに包まれながらクッキングを楽しみました。

ホワイトデークッキング

子鬼たちをヤクルト容器で手作りしました。
壁画製作（節分）

TEL.099−298−8184

アミュザント アリス
生活介護

※【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。

※【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。

※【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。

　両手いっぱいに小麦粉を掴ん
で、ダイナミックにまき散らして
部屋中を真っ白にしちゃいました。もちろん、みんなの洋服や手足、顔もぜ～ん
ぶ真っ白！頭上から降ったり、手や床から舞い上がる粉の感触を全身で味わい
ながら目一杯楽しむことができました。使用した小麦粉は小麦粉粘土あそび
等で活用しました。

小麦粉で思いっ切り
楽しもう!!
小麦粉で思いっ切り
楽しもう!!

プレザント アリス
放課後等デイサービス

TEL.099−298−8184

ミニョンヌ アリス
児童発達支援

TEL.099−298−8184

　3月26日に卒園式を開催し、今年は
10名が卒園を迎えました。卒園証書を
頼もしく受け取る姿や、療育で頑張っ
てきたことを堂々と発表する子ども達
の姿に大きな成長を感じました。アリス
でのたくさんの経験を活かして、楽し
い小学校生活を送ってくださいね♡

第8回ミニョンヌアリス卒園式

楽しい～～！

楽しく
活動しています♪

一緒に
風船バレー！！

▼卒園証書授与

卒
園
児
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　ふれあい教室は、公民館単位で開催しています。健康
チェックや曲に合わせた体操の後はレクリエーション！皆
様と一緒に笑いながら過ごしていると、約1時間が、あっ
という間です。

みんなで楽しくふれあい教室！

　転倒ストップ教室は、マシンでの体力づくりを中心に月
に1回正栄会で開催しています。次回の開催日は5月11日、
6月15日、7月13日です。

いずれも窓口は担当斉野（TEL.298-8184）です。お気軽に、ご連絡ください。

体力づくり転倒ストップ教室

総合相談支援
センター
TEL.099−298−8184

▼
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皆さん
上手に出来ました♪

卒園おめでとう
ございます

▲ふれあい教室の風景

　日本財団より補助金
を頂き、車両を購入しま
した。多くの利用者の方
により充実したサービス
を提供できるように活用
していきたいと思います。

日本財団
助成事業

Topic
s

大切に使わせて
いただきます

▶
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食中毒が怖いこれからの時期、次のことに気を付けて安心で美味しいお弁当作りをしましょう。

●手をよく洗う。お弁当箱を熱湯で消毒する。
●ご飯には小さじ１杯のお酢をプラス。（お米３合に対して、お酢小さじ１杯）
●おかずは、しっかり加熱する。（７５度以上の加熱を１分以上続ける）
●加熱後に素手で食べ物に触れない。　●ご飯もおかずも十分に冷めてから詰める。
●水滴や水けをしっかり切る。（細菌は水分が大好き）

●野菜、海藻などでミネラルを多めに摂る
●入浴後、外出後は必ず水分を摂るように心がける　　
●薬はコップ１杯以上の水か白湯で飲む　　　　　　

梅雨時や夏のお弁当作りのコツ！梅雨時や夏のお弁当作りのコツ！
　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、
お伺いします。ご自宅で
安全・快適な入
浴を、安心して
楽しんでいた
だけます。

愛泉園
訪問入浴介護事業所
TEL.099−298−8331

我が家でゆったり入浴

詳しくは
お問い合せ
下さい

まごころ
訪問給食サービス
TEL.099−298−8331

　高齢になると、体内の水分が減っていくた
め少しのことで脱水を起こし急変すること
があります。これからの季節、水分不足・乾
燥した空気などに注意しましょう。

脱水予防愛の泉
訪問介護ステーション

TEL.099−298−8336

さ
す
が
で
す

節分の一コマ

▲その後は小さく切ります！ ▲できた～
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　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、療育スタッフ、看護スタッフetc

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

私たちといっしょに働いてみませんか

　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。

　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

デイサービス
ふるさとの家 郡山

認知症対応型通所介護

　なでしこ会の皆様
が踊りの披露に来て
くださいました。最
後は職員、入居者の
みなさまも輪に加わ
り楽しく踊りました。
いつもは車イスを使
われる方も精一杯踊
っていました。また
いらしてくださいね！

なでしこ会様ありがとう

　「畑に大根があるね。つけもんでんせんな
ら」と大根を収穫し、漬物を作りました。何も
言わなくてもさっさとこしらえてくださいま
す。さすがです。

出来ることはしますよ！

ふるさとの家 郡山
グループホーム

TEL.099−298−8118

▲ありがとうございました

　おいしくいただきました

それ！
かあ！かあ！かあ！

▼



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。

　春たけなわ、快い季節になりま
した。今年の桜はあっという間に

葉桜になった感がありますが、お花見を楽しむことが
できましたか？季節の花々が次々と咲き乱れるこの美
しい季節、4月14日に熊本で震度7の地震が起こり、そ
の後も強い地震や余震が続き被害が拡大してゆき大
変なことになっています。隣県で起こっている大災害、
とても他人事とは思えません。日頃の訓練の大切さを
改めて感じました。

編集後記

●愛泉園  ☎298-8153（担当 福里）
●デイサービスセンター  
　☎298-8331（担当 吉岡・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）

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6月10日（金）当日消印有効

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

〒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。

応募先

応募方法
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【キーワード】

ボランティア大募集

5

2 4

3

6

7

1

9

黄色枠の言葉を組み合わせると
一つの言葉になります

▼大正琴の音に合わせ、歌われています

　桜を満喫

▼音楽に合わせて手踊り

▲桜の下でお茶会

　▼笑顔で
記念撮影を
行いました

▲

▲正栄会地域交流
　ボランティア
　センター

Mobile Photo
 Album

8

正解者の中から抽選で5名の方に
「エコ・2ウェイトートバッグ」
をプレゼント!

【タテのカギ】
①ハイチの隣。◯◯◯◯共和国
②キキと◯◯
③生活が充実してること。◯◯充
④政界の◯◯◯◯番。田中真紀子
⑤旧千円札は◯◯◯博文
⑥大きな鍋。◯◯◯◯鍋

①中日◯◯◯◯◯
⑦過去の反対
⑧重度⇔◯◯◯
⑨棒状に掲げた生地に
　蜜をからめたお菓子

【ヨコのカギ】

▲収納物が少ないときは切り返
し部分から中に折り込んで使用
できる優れモノ
※色は選べません

♬♬ ♪
♪

▼2月 ▼3月 ▼4月

コ ラ ム桜満開の下で花見を楽しんでいます。

＼利用者の方と一緒に作った
壁飾り

　1月、2月、3月生まれの方々の誕生会
を開催しました。ボランティアの皆様に
歌や踊り等を披露して頂き、大変盛り上
がりました。これからも元気な姿をデイ
サービスで見せて頂きたいと思います。
本当におめでとうございます。

誕生会

　市来にある観音ヶ池にお花見に行き
ました。葉桜になり満開ではありませ
んでしたが、たくさんの桜の木に囲ま
れ、皆様、「きもちいいね」と喜ばれてい
ました。来年は満開の桜の下でお花見
を楽しみましょう。

花見
TEL.099−298−8331

通所介護事業所

愛泉園デイサービスセンター

愛泉園
居宅介護支援事業所
TEL.099−298−8332

　平成28年１月より介護保険の様々な申請時に、マイナンバー（個人番号）の確認、申請書への記入が必
要となりました。マイナンバー制度とは、行政の効率化を図り、国民の利便性を高める為、国民一人ひとり
が異なる１２桁の番号を持ち、生涯にわたって使うことになります。とても大切な個人情報となりますので、
その取扱いには充分に気をつけていきましょう。
介護保険に関するご相談などございましたら、お気軽に当事業所にお問い合わせくださいませ。

マイナンバーについて

2月
それぞれの季節に応じた過ごし方です。3月
たくさんの花が咲くように皆で大声を出しています。4月

▲

いい気持ちが
するね～


