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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 Ⅰ・Ⅱ
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
計画相談支援・障害児相談支援♥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
正栄会総合相談支援センター
〒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／愛のサロン
まごころ訪問給食サービス／愛の宅配弁当
〒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

　５月３日、グループホーム「ふるさとの家郡山」へあくま
き作り遠足に行ってきました。皆様慣れた手つきであくま
きを作られました。「いっぱいできたね。よかのができた
が！」と出来あがったあくまきを手に取り皆様満足気な様
子でした。

あくまき作り

　6月20日、更生保護女
性会の皆様が清掃ボラン
ティアに来てくださいまし
た。窓拭きや車椅子等の
清掃をしていただき、とて
もキレイになりました。利
用者の方々ともお話をし
ていただき、久しぶりの再
会に皆様大変喜ばれてお
られました。本当にありが
とうございました。

キレイになりました

　７月３日に東俣幼稚園
の園児の皆様が遊びに来
てくれました。子どもたち
の一生懸命な歌や踊りを
ご覧になり、また、小さな
手で肩たたきをしてもら
い皆様「ありがとうね～」
「かわいいね～」と自然と
笑顔がこぼれ、最後には
うちわのプレゼントもい
ただきました。

幼稚園の
子どもたちと

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

　「ふれあい教室」は、正栄会の職員が地域の公民館に出
向いてレクリエーションや体操などを行っています。少人
数から大人数でも楽しめるゲームや嚥下体操などたくさ
んのプログラムを用意しています。
　「転倒ストップ教室」は、体操やマシンを使った体力づく
りを中心に楽しく体を動かしています。毎月１回、１時間程
度の教室で回数を重ねるごとに参加者も増え、皆様賑や
かな雰囲気で楽しく活動されています。
※どちらも無料で参加できますのでお気軽にご連絡くだ
さい。

皆さんで笑って体を動かして
楽しい時間を過ごしませんか！

総合相談支援センター
TEL.099−298−8332

◀ふれあい教室
（中福良地区）

▲ふれあい教室
（岩戸地区）

◀
転
倒

ス
ト
ッ
プ
教
室

▲慣れたてつきで

▼歌や踊りを披露してくれました

▼更生保護女性会の
方々

こんなに
できました

美味しく
なりますように

綺麗に
なります

ありがとね～

正栄会 検索



　アミュザントⅠでは、夏野菜植えや家族
製作でのオーナメント作り、ハンモック
や大型絵本読み聞かせなど新しい活動
も増え、日々の活動を楽しく過ごしてお
ります。また、アミュザントＩ・Ⅱ合同で外
部より講師をお招きしての音楽会も開
催されました！

日々 の楽しい活動
〈アミュザントⅠ〉

　アミュザントⅡでは、５月中旬に梅ちぎり
に出かけました。梅の香りに包まれながら、
沢山の梅をちぎったり拾ったりと夢中にな
って収穫しました。初めての体験でしたが、
思い出に残る活動となりました。また、６月
中旬より郊外のショッピングモールへお買
い物に出かけ、昼食を食べたり、ウィンドウ
ショッピングを楽しみました。お買い物を通
して、決まった金額の中でのお金の使い方
の難しさを体験することができました。

梅ちぎり&お買い物
〈アミュザントⅡ〉

TEL.099−298−8184

アミュザント アリス
生活介護

※【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。

▲ゆっくりと慎重に

▲爪楊枝で穴開け中

▲新しい活動が増えました！

ミニョンヌ アリス
児童発達支援

TEL.099−298−8184

　外出活動で健康の森公園へ行きました。子
供たちの大好きな遊具が沢山あり、外で思い
きり体を動かして楽しみました。最初は少し怖
がっていましたが、バランス感覚や体の動き
のイメージを伝えると、保育者と挑戦すること
ができ、最後まで頑張る姿も見られました。

健康の森公園 外出活動

※【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。

　カラフルなバルーンでトンネルを作
ったり、寝転がって全身に風を感じたり
して遊びました。迫ってくるバルーンに、
ドキドキの児童や大興奮する児童など
反応は様々ですが、みんないい表情で
楽しんでいました。

カラーバルーン遊び

ジャンティーユアリス
重症児放課後等デイサービス

TEL.099−298−8184

※【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。プレザント アリス

放課後等デイサービス

TEL.099−298−8184

※【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。
 

　手先の器用さを高めることを目的とし
て、爪楊枝アートの制作をしました。作り
方は、爪楊枝1本ずつ色を塗り、フレンチ
ボードに貼った絵に爪楊枝を刺してゆき
ます。絵によっては、爪楊枝が200本以上
必要でしたが、塗り残しがないように気を
つけて、少しずつ丁寧に取り組めるように
なりました。また、使う道具の準備や片付
けも自分ですることで、判断力も身につけ
られるようになりました。皆一生懸命がん
ばり、個性あふれるすばらしい作品が仕上
がっています。

制作活動

▲色塗りがたくさん…　

▲集中しています！
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完成！

1

2

3

下から見ると
どんな感じかな！？

光が当たると
キレイだね

バンザーイ！！

きもちいい！！

こわいけど
最後まで渡るよ！

それいけー！

楽しい音楽会♪

たくさんとるゾ～！

この実は
どうかな！？

外食
楽しいな！！



　今年は6名のスタッフが
勤続１０年の表彰を受け
ました。それぞれの仕事に
対する思いや抱負をスピ
ーチしてもらいました。こ
れからも正栄会を盛り上
げていきましょう。

永年勤続
１０年表彰

　正栄会では外部講師による
法人内研修を定期的に行って
います。今回は講師に森比佐代
先生を迎え「ビジネス・コミュ
ニケーション講座」と題し、マ
ナーの基本、正しい敬語の使
い方、電話対応などロールプレ
イングで利用者、家族に不快
な思いをさせないコミュニケー
ションを学びました。

法人内研修
Topic

s

▲法人内研修の様子

▼５月 ▼６月 ▼７月

鯉のぼりと兜と猫

＼利用者の方と一緒に作った
壁飾り

5月 季節の花と猫6月 天の川での再会7月

　料理や井戸端会議、畑や修理も。特技も好きなことも楽しいことも感じることも
人それぞれ。いろんなことで活動してます。

らく～に楽しく

TEL.099−298−8331

通所介護事業所

愛泉園デイサービスセンター 収穫の時期にはみんな気になる庭の畑へ

▼料理の様子

▲鹿児島メディカルメイクアップ研究会の皆様と

▼井戸端会議

▲皆様でパチリ！

愛の泉
訪問介護ステーション

TEL.099−298−8336

　食事の準備に毎日使い、いつの間にか曇っていますよね。まず、
用意するものは、お酢３００ｍｌ・水１５０ｍｌをスプレー容器に入れて
混ぜておきます。

掃除の知恵袋⑦

まごころ
訪問給食サービス
TEL.099−298−8331

食中毒注意報発令中！
食中毒予防の3原則

シンクの水垢を磨いてみよう!!

手には様々な雑菌が付着しています。次のようなときは必ず手を洗いましょう。
●調理を始める前　　　　　　●生肉、生魚、卵などを扱う前後
●トイレや鼻をかんだとき　　●オムツ交換、動物に触れたとき
●食卓につく前　　　　　　　●残った食品を扱う前
食材はきれいに洗い、調理器具も洗剤で洗った後、熱湯で殺菌しましょう。

付けない

肉や魚など生鮮食品は、購入後すぐ冷蔵・冷凍保存する。
調理も敏速に行い、早く食べることが大事です。

増やさない

十分に加熱して食べましょう（中心温度が75℃で１分以上）

やっつける

❶キッチンペーパーで水垢を覆い、スプレーをたっぷりペー
　パーにふり掛けサランラップを上にかけ１時間程、湿布を
　します。
❷キッチンペーパーをはがし重曹をふり掛け磨きます。
　（キズつけないように）
　（重曹は、石鹸カス汚れをおとしてくれますよ）
　シンクの曇りが、スッキリとなるのでお試しください。
※お酢の臭いがきついので、気をつけてくださいね。

始開じうそお

これからも
よろしくお願いします

お酢
+
水

清潔

加熱 冷却

重曹

で湿布

で仕上げ磨き
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修理は
任せんか～

お化粧してもらい
笑顔でハイチーズ！



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30年9月7日（金）当日消印有効

〒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

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 福留）
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ボランティア大募集 　異常気象により例年になく早
い猛暑が続き、まいっているとこ

ろに熱中症での悲しい出来事が次々と報じられていま
したが、そこにまたも今度は中部地方で大雨による大
水害が起こり、いったい日本はどうなるのだろうかと、
心痛耐え難い思いでいっぱいです。熱中症は他人事で
はありません。どうぞ皆様予防に十二分に気を付けら
れて、この途轍も無く暑い夏を乗り切りましょう。

編集後記

5

黄色枠の言葉を組み合わせると
一つの言葉になります

【キーワード】
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1 3
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　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

　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

　錦翔流の方々の演奏する大正琴の音に
合わせ、昔懐かし歌を歌いました。「なつ
かしいね」と言いながら、順番にマイクを
握り、楽しい時間を過ごしました。錦翔流
の皆様ありがとうございました。

大正琴に合わせて！！

　東市来のアジサイロードへドライブ。「ビワやモ
モがなっているね」とにぎやかな散歩をしました。
帰り道は小山田の維新ロードへ苔画を見に行きま
した。インスタ映えしますよ！！

ちょっとドライブ

笑顔のすてきな写真がたくさん撮れました。
笑顔の数 !々(^^)!

　グループホームでは、一人ひとりの誕
生日にお祝いをしています。「巻き寿司
が食べたい」とリクエストがあり、せっ
かくなので作っていただきました。皆様
とても上手です。

7月誕生会

ふるさとの家 郡山
グループホーム

TEL.099−298−8118

7

▲正栄会地域交流
　ボランティア
　センター

平川動物園

正解者の中から抽選で3名の方に
「ホーローコーヒーポット」をプレゼント!

①「西郷どん」の主役は「鈴木◯○◯◯◯」
④ギリシャ神話においてイーリオス城を陥落させた
　巨大木馬のことを「○○○の木馬」と言う
⑥「中心部分」を意味する英語
⑦薩摩では江戸時代より栽培される。近年は健康食品、
　健康茶としても一般的になった巨大豆

【タテのカギ】
①ピアノの魔術師と呼ばれるピアニスト・作曲家
②遠回り。回り道すること
③スペイン・ポルトガルがある半島は「◯◯◯◯半島」
⑤車線の外側の路面
⑥日本人の主食は？

【ヨコのカギ】

▶ニオイや色移
りに強いホーロ
ー仕上げです

※色はお選びいただけません

　要支援・要介護認定を受けている人で、介護保険施設に入所もしくはショートステイを利用される
場合、一定の条件を満たせば利用時に発生する住居費や食費について自己負担分を軽減すること
ができます。介護保険負担限度額認定証の交付を受けるには、市役所へ申請書の提出が必要になり、
世帯の課税状況や収入額・資産状況をみて判定がおります。申請書の記入方法やその他で分からな
いことがあれば、担当ケアマネジャーに説明してもらいましょう。

『介護保険負担限度額認定証』を
知っていますか？

愛泉園居宅介護支援事業所
介護保険のご相談窓口

TEL.099−298−8332

▲記念撮影

◀西郷どん

▲女子会　 ▲手元を見て！！

赤・白・茶
の3色

Mobile Photo
 Album

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

いい声
です

美味しくい
ただきます

梅取りに
だれた


