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愛泉園短期入所生活介護事業所
（ショートステイ）
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秋号

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
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グループホーム
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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
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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

〒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
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愛泉園創立記念

へ花束が贈られ、昼食には皆様とお

祝膳をいただきました。午後からは

縁日行事を行い、金魚すくいや的当

パチパチ

行われました。利用者様から理事長

おめでとう
ございます

パチパチ

８月２１日に社会福祉法人正栄会

愛泉園の３８回目の創立記念行事が

おいに
まかせんかぁ

▲屋台もでました！

てをされとても楽しまれていらっしゃ
いました。

▶金魚すくい
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稲刈り遠足

黄金色

10月４日稲 刈り遠 足

に行ってきました。車中

TEL.099−298−8153

は外 の 景色を見 ながら、

十五夜

楽しく過ごされていまし

昔話に花が 咲き道中も

十五夜の綱引き大会を行いました。今年は紫、ピンク、青、赤、

オレンジ、白チームに分かれ戦いました！！「よいしょ、よいしょ！」
と威勢のよい掛け声の中、皆様真剣に綱を引かれました。勝負が

つくと「楽しかったね。どっちが勝ったね？」と、笑顔で話されて
いました。

んぼ を目の前に皆 様自
然と笑顔があふれ、大変

私の
田んぼだよ！

楽しまれているご様子で
した。

▶大きく実りました

◀桜子会の皆様

そーれ

ひっぱれ
ひっぱれ

た。到着し、黄金色の田

秋祭り

10月６日、初めてとな

わっしょい
わっしょい

る秋祭りを開催しました。
夏の暑さも終わり、過ご

しやすい季節に開催する
ことができ、皆様大変喜
ばれておられました。舞

台では桜子会の皆様によ

る歌 や 踊りが 披 露され、
屋台も出店し大いに盛り
上がりました。
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があります
いろんな活動

愛泉園デイサービスセンター

こんな感じで
よかけ？

上
手
やっ
ど

通所介護事業所
TEL.099−298−8331

年の功とはすごいです

▲料理では先生がたくさんいます。

今回初めて個人又は共同の作品をイオン鹿児島

▶土も「いじる」
し、草
も
「むしります」…なぜ
なら気になるそうです
（笑）

店で開催された
「高齢者作品展」
に出品しました。当

然ですが、開催期間中にはたくさんの方が出展して

いて、
どの作品もクオリティーが高いものばかりでし

た。そして、飾り付けをしている中、作品を見られた
方から
「これは何歳のじいちゃんばあちゃんが作った

▲制作風景

の？」
と声を掛けられて答えると
「絶対出来ん！」
とか

◀生まれて初めての
大正琴

なり感心していました。人間何歳になっても人に驚

きを与える事はできるんだなぁと感じました。

剣勝負の運
楽しい中にも真

動会

▶高齢者作品展
出品作品

＼利用者の方と一緒に作った
▼8月

ワッショイ
ワッショイ

▲▶紅白別れての応援合
戦

▼9月

8月 涼しげな川辺
9月 小鳥と妖精

グループホーム

▼10月

10月 季節の節目

壁飾り

コラ ム

心肺蘇生訓練

ふるさとの家 郡山

ふるさとの家郡山では救急隊から、心肺蘇生とＡＥＤ操

作、誤嚥時の対応を年１回学んでいます。参加した職員は

TEL.099−298−8118

皆、真剣に取り組みました。

お楽しみ会

◀表情は真剣
そのものです

入居者のみなさんとご家族で、記念に残る陶

芸作品を作るお楽しみ会を企画しました。皆様思

い思いの作品を集中して作られ、楽しい時間を過
ごされたと思います。ご参加してくださった皆様
ありがとうございました。

敬老の日

ピース♪

腕をしっかり
のばして

皆様の長寿を祝い、ささやか

ながら敬老の日をお祝いしまし
家族みんなで
ハイポーズ！

た。今年のプレゼントはなんで
しょう!(^^)!

▶いつまでもお元気で

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

楽しかった♪
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s
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▶考課者研修

リーダー養成研修

県の介護職員チームリーダー養成研修支援助成事業を利用し、監督職・

リーダー職の研修を行いました。研修は評価を通して人材育成をすること
と相談技術を高めることを目的とし、目標による管理法と傾聴力を向上さ
せる内容でした。他業界を含め人材不足が深刻な問題となっています。職員

皆が働きがいのある職場とはどういうことかを考えるいいきっかけになっ
たと思います。

▼後輩支援のための
相談技術

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

※【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。

外出活動

外出活動で鹿児

島空港と姶良の大

TEL.099−298−8184

日本舞踊と人形劇
「なでしこ会」
と
「人形

劇団ピノキオ」
の皆様に

型スーパ ー へ 行っ

わぁ〜

てきました。買い物

や食 事を楽しみな
がら、いつもとは違

▼今からおはなしが
始まるよ

う体験をすることが

お越し頂き、日本舞踊と

でき笑顔いっぱい

利用者様は素敵な一時

した。

の一日となりま

人形劇を鑑賞しました。

を過ごし、皆様大いに盛

り上がりました。

▲みんな盛り上がりました

放課後等デイサービス

※【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。

プレザントアリス

▼１、
２、
３、
４…上手に跳べたよ！
！

空港で
パシャッ！

▲さぁ散策だぁ

重症児放課後等デイサービス

ジャンティーユアリス

TEL.099−298−8184

TEL.099−298−8184

施設外活動

スイング遊具あそび

が多い児童達。アリスを飛び出して小山田

って普段出来ない遊びを多く取

広い体育館で、大繩

で、スイング 遊 具 あ そびでは、

夏場、
クーラーのきいた部屋で過ごす事

り入れて活動しました。その中

鬼がきたー！
！
にげろー

跳びや鬼ごっこを始

気持ち
いいな〜♪

夏休みは、たっぷり時間をと

コミュニティーセンターへ行ってきました。

めると児童達のテン

※【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。

ハンモックやブランコを使って

揺れを体験。気持ちよさそうに

ションもＵＰ！
！思いっ

リラックスする児童や落ちない

気持ちの良い汗を流

等、揺れる度に、色んな表情を

きり身体を動かして、

ドキドキ…
ドキドキ…

ようにと、紐をギュッと握る児童

しました。

見せてくれた活動となりました。

児童発達支援

ミニョンヌアリス
TEL.099−298−8184

ミニョンヌ祭り

▼ハンバーガー屋さん

いらっしゃい
ませー‼

※【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。

子どもたちが制作した提灯を飾り、屋台風の出店が並び、祭りさな

がらの雰囲気の中、夏祭りを行いました。ハンバーガー屋さん、的当

て、金魚すくいなどの出店を作り、お店屋さんとお客さんそれぞれの

役割を決め、チケットの交換など言葉を交えたやりとりを経験しまし

た。この活動を通し、場面に合わせた言葉のやりとりをする力を高め

るとともに、
お友だちとのかかわりを深めるよい機会となりました。

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

総合相談支援センター
TEL.099−298−8184

▶マシンを使うと
汗が出てきます

計画相談支援・障害児相談支援

転倒ストップ教室で楽しく運動！
月に1回開催している転倒

ご利用される前にサービス等利用計画（障害児支

ストップ教室は、健康チェッ

グを行う等の支援（計画相談支援）を行ないます。

防を含めた簡単な体操の後

ので、お気軽にご相談ください。

しゃべりを楽しみながら取り

※「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。

という間です。

援利用計画）を作成し、一定期間ごとにモニタリン

クからスタートし、認知症予

ご利用者負担は無料です。秘密は厳守いたします

はマシンでの体力づくり！お
組んで頂くと、1時間があっ

ふれあい教室も
開いています
ふれあい教室は、公民館単位
で開催しており、体操やレクリ
エーションで皆さんと一緒に
楽しく体を動かしています。
いずれも無料となっています。お気軽に、
ご連絡ください。
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まごころ
訪問給食サービス

訪問介護ステーション

愛の泉

厚みの
ある肉
薄切り肉

TEL.099−298−8336

TEL.099−298−8331

ひき肉

掃除の知恵袋④

高齢者の食事について理解しよう！④

ちょっと、掃除を忘れると排

水溝にヌメリが…触りたくない

食材を食べやすくする工夫【肉類編】

場所ですよね！使ったアルミホイ

●厚みのある肉

ルを軽くふんわり丸めて、排水

筋を切る・・・・・・・・・・・・・・・・・ 赤身と脂身の間の筋を断ち切るよう包丁で切れ目を入れる。
鶏肉は、筋を取り除く、皮も除くとより食べやすい。
切り目を入れる・・・・・・・ 肉の表面に切り目を入れると、噛み切りやすくなる。
たたく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 包丁の背や、肉たたき器でたたき柔らかくする。
薄切りにする・・・・・・・・・・ 焼き上がりに繊維を断ち切るよう３〜５ｍｍ厚の斜め切りにする。

溝に入れておくと触りたくない
ヌメリや臭いを防いでくれるの
ですよ。アルミホイルと水の科

●薄切り肉

学変化によって発生した金属イオンが細菌の増殖を防ぎ、ふん

●ひき肉

ます。

わり丸めることで水に触れる表面積が多くなりより発揮してくれ

巻いたり、ヒダを作ってから調理すると厚みが出て噛み切りやすくなる。
すり鉢で二度挽きすると、バラつきを防ぎ食べやすくなる。

※排水溝に流さないように、十分注意してくださいね！

愛泉園
訪問入浴介護事業所

愛泉園
居宅介護支援事業所

TEL.099−298−8331

TEL.099−298−8332

我が家でゆったり入浴

今回は、
よくあるご相談をご紹介します

員1名、介護職員２名の計３名で、お

Q.介護保険の有効期間中に状態が変わったら、
どうすればいいですか？

訪問入浴介護事業所では、看護職

伺いします。ご自宅で安

A.介護保険の区分変更申請ができます

全・快適な入浴

※要介護者は、
認定を受けた時の状況より、
身体状況の変化があった場合、
区分変更の申請ができます。

を、安心して楽
しんでいたけ
ます。

Q.サービス担当者会議って何のためにするのですか？

A.サービス担当者会議とは、ご本人や家族関わるサービス提供事業者などが、
ケアの方向性や注意点、サービスの必要性などを検討・確認する場です。

詳しくは
お問い合せ
下さい

介護保険の事でご相談などございましたら、お気軽に当事業所へお問い合わせください。

4名の方に

正解者の中から抽選で

1

「レジャーラグマット」
をプレゼント!

【タテのカギ】

①自民党期待のホープ。◯◯◯◯進次郎
②姶良にも出店しました。ショッピングモール
③非常にまれなこと
④もともとは南米に生息。毒があります。ヒ◯◯
⑤海外に行くと、
よくなります
⑥昔から親しまれている鹿児島の焼酎です！

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

郵便はがきに答え
（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２9年12月12日
（火）
当日消印有効

【ヨコのカギ】

万座毛

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）

Mobile Photo
Album

▲正栄会地域交流
ボランティア
センター

古宇利大橋

美ら海水族館
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①希望の党党首で都知事。◯◯◯百合子
④韓国語で
「お父さん」
⑦クリント・イーストウッド監督の名作
▲タータンチェックのレジャーマット。秋
「◯◯◯◯◯からの手紙」
応募先
の行楽のお供にいかが？ ※カラーは2 ⑧飯尾とやすのお笑いコンビ
〒８９１-１１０３鹿児島市川田町１０９０
種類ございます。色の指定はできません。
⑨金属が酸化してできる化合物
愛泉園
「アイセン」
クロスワード係
⑩通天閣にもある幸福の神様
※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。

ボランティア大募集

2

編集後記

【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

「いつまで続くのこの暑さ！
！」
と
うんざりしていましたが、そよ吹
く風にようやく秋を感じるようになりました。さて、正
栄会では各施設、事業所ごとにそれぞれ色々な所へ
の外出活動や、夏祭りに秋祭り、その他バラエティに
富んだ催しを行い、長かった夏から初秋を過ごしてま
いりました。これから、朝夕の冷え込みが増す時節で
す。体調管理に充分留意されて、
お元気でお過ごしく
ださい。

