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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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新人職員より一言

ホームページが
リニューアルしました！
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この度、社会福祉法人正

栄会では、皆様がより分か

りやすくお使いいただける
ように、
ホームページをリニ

ューアルいたしました。各事

業所の紹介をはじめ、
スタッ

フの声や最新情報、
こちら

入職式

▲入職式の様子

４月１日に入職式を行いました。今年は７名の

新しい職員が正栄会の仲間に加わりました。式

では緊張した様子でしたが、
早く仕事に慣れ、
頑

張って行こうという覚悟が伝わってきました。み

なさま宜しくお願いします！
！

渡瀬 良介さん
人に携わる仕事である事
を十分に意識し、専門職であ
ることに誇りをもって、日々
の業 務に努めていきたいと
思います。一日も早く仕事を
覚え頑張りますので、ご指導
のほどよろしくお願いします。

特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設 愛泉園

の広報誌Aisenのバックナ

ンバーなど盛りだくさん。引

き続き、
いっそう充実した内

容となるよう継続して更新

してまいります。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

▲正栄会ホームページトップ画面
うさぎとアリスが動きます

新ホームページアドレス http://syoueikai.or.jp

▼防災訓練の様子

防災訓練

愛泉園短期入所生活介護事業所（ショートステイ）

３月１７日、市消防局の指導をいただ

き、防災訓練をおこないました。職員は

TEL.099−298−8153

緊張感をもって消火訓練や通報訓練に

鬼退治！
！

頃の訓練が大切です。非常事態が起こっ

取り組みました。消防隊員の方より「日
た場合は慌てずに行動するように心が

２月３日に節分行事を行いました！！利用者の方々がお

けてください。」との話があり、これから

手玉遊びをしていると、職員ふんする鬼が「わぁ〜！！」と

も訓練を重ねていきたいと思います。

叫びながら登場。ビックリした表情でしたが、お手玉を力

の限り投げると鬼はあわてて退散！！「今年もいっぱい福
が来るが。」と、満足そうにお話されていました。

花見散策

▼最高のお花見日和でした

３月３０日、愛泉園の前

庭で花 見をしながら昼食

をとりました。最高の天気

に恵まれ、この日を待って
い た か のように 桜 も 満

開！！ぽ か ぽ か 陽 気 の 中、
桜の下で美味しいお弁当を

召し上がられました。お弁
鬼は外！
！

当に桜の花びらが散ってく
ると「ほら、見て」と、笑顔

いっぱいの表情を見せてく
ださいました。

ハイ
ポーズ！
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愛泉園デイサービスセンター

ひがし農園へ
行きました！

通所介護事業所

＼利用者の方と一緒に作った

生きがい対応型デイサービス

▼2月

▼3月

▼4月

壁飾り

TEL.099−298−8331

イチゴ狩り

市比野へイチゴ狩りに出

2月
「雪の降る日」

掛けました。試食だけでな

3月
「春ですよ！」

く、クイズなどでも皆さん

楽しまれ、お土産もたくさ

花咲じいさんが桜を咲かせようと灰をまいています。まいた結果が4月です。

4月
「お花見」

ん手にされていました。ま

きれいな桜の下でお花見を楽しんでいます。

た、道中も桜並木が満開で
目でも楽しまれ、春を満喫

していただきました。

コラ ム

雪の降る寒い中、暖炉の前で編み物。猫は気持ちよく寝ています。

▲ブーゲンビリア
の下でクイズ！

▼イチゴを頂きました！

記念撮影！

誕生会

▼恒例のくすだま割り！

1月、2月、3月にお誕生日を迎

えられた皆様の誕生会を開催し

ました。全員で37名の方が新た

に歳を重ねられました。お祝いに
はボランティアの皆様に踊りや
歌を披露して頂き、利用者の皆

様も歌や拍 手などで盛り上 げ 、
祝賀ムードに花を添えてくださ

いました。誕生者の皆様本当に

おめでとうございます。

総合相談支援センター
TEL.099−298−8184

みんなで楽しくレクリエーション!
ふれあい教室は、公民館単位で開

▲踊りを披露してくださいました
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日本財団助成事業

日本財団より助成金を頂き、車を

購入しました。一人でも多くの利用
者にサービスが提供できるよう活用
していきます。

催しています。健康チェックからスタ

▲愛泉園居宅介護支援事業所

ートし、体操やレクリエーションなど、
約1時間を地域の方々と一緒に楽し

く過ごしています。転倒ストップ教室

は、マシンでの体力づくりなどを中
心に毎月開催しています。

次回の開催日は5月8日、6月19日、
7月10日です。いずれも窓口は同じ

です。お気軽に、
ご連絡ください。

▲皆さんと楽しくレクリエーション!!

▲障害者（児）通所施設 アリス

▲介護老人福祉施設 愛泉園

愛泉園
居宅介護支援事業所

愛泉園
訪問入浴介護事業所

TEL.099−298−8332

TEL.099−298−8331

居宅介護支援事業者とは

我が家でゆったり入浴

居宅介護支援事業者は、介護を必要とする方が適切な介護サービスを利用できるよう、本人や

家族の要望を伺いながら、居宅サービス計画の作成や見直しを行います。さらに、サービス事業
者や施設との連絡・調整なども行う、都道府県・指定都市や中核市の指定を受けた専門事業者で

す。ここで実際に相談に応じたり、サービス計画を作成するのが、保健・福祉・医療など介護の幅広
い知識を持つケアマネジャー(介護支援専門員)です。

サービス計画の作成および相談での自己負担はありません。

介護サービスに関することでご不明な点があれば、なんでもご相談ください。

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。

詳しくは
お問い合せ
下さい

菜の花の前で
ハイチーズ！
！
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児童発達支援

第７回ミニョンヌアリス卒園式

ミニョンヌアリス

３月２８日（土）
に卒園式を行

い、
１3名の利用児が卒園を迎

TEL.099−298−8184

えました。卒園証書授与や卒園

の言葉・歌の発表に、子ども達

年長児思い出

１人ひとりが持てる力やこれま
での療育の成果を発揮し、頼も

卒園を前に思い出作りの一環

しく臨む姿に大きな成長を感じ

として、
「年長児思い出活動」
を実

るとともに、アリスを巣立ち、新

施しました。スーパーでのお買い

望を持てる式となりました。療

の菜の花見学、
また八重山公園で

育の活動の様子や思い出の写

のアスレチックあそびなど、様々

真を綴ったスライドショーを行

な経験ができました。

い、子ども達が成長していく姿

戸外での開放感の中、環境に適応

を振り返る感慨深い機会とな

する力や他者とのコミュニケーシ
通し、協調性・社会性を深めること

を目的としています。

▲スライドショー鑑賞

たな１歩を踏み出す期待や希

物をはじめ、都市農業センターで

ョン能力を高め、集団での活動を

▲卒園児の言葉

りました。アリスでのたくさん
▲好きなお菓子を計算しながら選んだ
後は、上手に並んで、レジでのやりとり
も頑張りました☆

放課後等デイサービス

プレザントアリス

の経験を糧に、小学校でも頑張

ってね！
！

▲全員で記念撮影

新聞紙遊び

紙すき製作

動、新聞紙遊びを行いま

くちぎって一から紙を作り

子供たちの大好きな活

TEL.099−298−8184

ティッシュや新聞紙を細か

した。好きなだけビリビリ

※「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。

ました。ちぎった紙をボトル

と破き、両手いっぱいに持

に少しずつ入れ、水と好きな

った新聞紙をお友達や先

色の花紙を混ぜたら、一生

生とかけあいっこし、感触

新聞紙の雨は
さいこうだ♪

懸命にボトルを振っていき

や音を味わい、大人たち

ます。音楽をかけながら行う

の情報源も立派な遊び道

と疲れるのも忘れるくらい

具に変身しました。活動後

は、お友達と協力し、
しっ
かりと片付けをしてくれ

一心不乱にノリノリで振って

▲みんなでフリフリがんばるぞー！

ました。

▼

ステキな色に大変身♡

生活介護

いました。一人ひとりの個性
溢れる色とりどりの紙が出
来上がりました。

ホワイトデークッキング

アミュザントアリス

おいしく
出来上がり！
！

ホットケーキミックスをまぜ、ホットプレ

ートで丸く焼き、フワフワあま〜いお菓子

TEL.099−298−8184

が出来ました。チョコやミックスチョコを

「ありがとう」
の気持ちを込めてトッピング

お花見

し、大切な方へプレゼントしました。

今年はかごしま健康の森公園にお花見

にでかけました。春の陽気に誘われて、み
んなの表情もきらきら♪桜やいろいろな花

を見ながら自然を感じることができました。▲桜の下でハイポーズ！
！
春の花畑

みんなで
楽しくクッキング

壁画作成

カラービニールを使ってチューリップを

作ったり、タンポで色をぬったり楽しく作る

ことができました♪チューリップの周りには
たくさんの動物が集まってきて、春の季節

を感じる壁画が出来上がりました。

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。
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恥ずかし
がらないで〜

グループホーム

ふるさとの家 郡山

車いすは任せて
▲

暖かくなった。
万歳！

TEL.099−298−8118

ようやく春が来ました

地域の方々と避難訓練
ふるさとの家郡山で

は地域の方々と、年2回

暖かくなり、畑仕事やドライブ・散歩など

きれいでしょう

外に出る機会がふえてきました。みなさん

▼地域の方々と消火訓練

の笑顔がいいですね。

避 難 訓 練 を 行 います 。

認知症対応型通所介護

老人会の会長より
「夜

デイサービス
ふるさとの家 郡山

間は職員より、地元の

私たちの方が早く駆け

つけることができるの

在宅生活の延長として、利用者

で 皆さんを助 けます

が有する能力をいつまでも発揮で

ね」
との言葉をいただ

きるように支援していきます。

き、感無量でした。地域

お問い合せは「ふるさとの家 郡山」
tel.099-298-8118まで

の方々いつもありがと

うございます。

▲いい笑顔

まごころ
訪問給食サービス

愛の泉

TEL.099−298−8331

TEL.099−298−8336

端午の節句に！縁起のよい柏餅

口腔ケアについて

から、
「子どもが産まれるまで親は死なない」＝「後継ぎが絶えない」と考え

の自浄作用が低下し、肺炎などを起

訪問介護ステーション

高齢になると、唾液が減り、口の中

柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないという特性があります。ここ

られるようになり「柏の葉」＝「子孫繁栄」の意味が込められ、端午の節句の

こしやすくなります。口の中をきれい

地方では、違う葉やビニールの葉を使っている所もあるようですが、柏の葉

も出てきます。食後に歯を磨く、また

にすることで気分もさっぱりし、食欲

縁起のよい食べ物として江戸時代に広まりました。柏の葉が手に入りにくい

はうがいをするなど口の中を清潔に

を使っている柏餅を食べて昔の人が込めた願いや想いをきちんと伝えていく

するように心がけましょう。

ことも大切なことではないでしょうか。

3名の方に

3

1

正解者の中から抽選で

「温湿度計付き電波目覚まし」
をプレゼント!
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6月10日
（水）
当日消印有効

応募先

8

▲正確な日時と温度と湿度が

①世界三大珍味
⑦現在、核合意で話題の中東の国
⑧今春、大学に再入学された◯◯◯◯宮の
佳子様
⑨
「夜間飛行」
「ミツコ」
を生み出したブランド
⑩専用の型で焼きあげるオーストリアの
伝統的なお菓子

編集後記

ボランティア大募集
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）
▲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）

Mobile Photo
Album
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【ヨコのカギ】

〒８９１-１１０３鹿児島市川田町１０９０
一目でわかる高機能目覚まし
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。
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【タテのカギ】

①日置市にある白砂青松雄大な浜
②小山田町にある隠れ家的レストラン
③氷などで身体を局所的に冷やすこと
④シリアル食品。◯◯◯ーラ
⑤カトレア、
デンファレといえば◯◯の種類
⑥ブドウをカビに感染させ作るワイン。◯◯ワイン

4

6
10
【キーワード】

ヒント：中華料理などに使われます

黄色枠の言葉を組み合わせると
一つの言葉になります

今年は、つぼみの時に気温が
ぐっと下がったため、桜の花が

例年に比べて少しピンク色が濃かったことをお気づ
きでしたでしょうか？さて、この度、正栄会はホーム
ページをリニューアルいたしました。「このネット時
代にようやく対応することができた」とホッとしてい
ます。より身近でわかりやすくなり、皆様のお役に立
てるのではないでしょうか。どうぞよろしくお願いい
たします。

