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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
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/生きがい対応型デイサービス
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

　１２月２５日にクリスマス会を開催しまし
た。多くのご家族様にも参加して頂き、キ
ャンドルサービスの他、サンタさんの登場、
職員による余興など笑ったり、歌ったりと
楽しんで頂きました！！乾杯の発声でカーテ
ンが開くとイルミネーションがとても綺麗
で食事会に花をそえました。その後皆様
で、クリスマス仕様オードブルを楽しまれ
ました。

クリスマス会

　元日に新年の祝いと、利用
者様の健康を願い理事長よ
りお一人お一人に恒例のお
屠蘇が振舞われました。今年
は、前庭に愛泉神社と称する
鳥居を設置して、利用者の皆
様に参拝していただきまし
た。昼間は寒さも緩み「よか
所があるね～。」と皆様に喜
んでいただきました。おみく
じや書き初めなどお正月行
事を楽しまれました。

お正月行事

　１２月８日に東俣幼稚園の子供達が
愛泉園に来てくれました。園児による
演奏、歌や踊りを見ると、自然と笑顔
になり一緒に歌を歌ったり、手拍子を
されていました。「ちっちゃくてかわい
いね～」と園児達の手を握りお話をさ
れ、とても嬉しそうでした。リズムに乗
った元気なダンスに会場は、大いに盛
り上がりました。

東俣幼稚園慰問

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

▼一生懸命弾いてくれました

▲サンタさんからの
プレゼント

　今年も元気であります
　ように

▲書き初め

▲

　　　　　　　

　鉄棒やたくさんの動きが体験でき
る「ムーバー」、遊びの中に想像力を
とり入れた「レグルス」を設置しました。
子ども達が思いっ切り体を動かして
楽しんでいます！　

　デイサー
ビスが開設し
て20年を迎
え、外観のお
色直しが終わ
りました。

デイサービスリニューアルTopics

あけまして
おめでとうございます

正栄会 検索

アリスに屋外遊具場
が完成しました！

かわいいね～

ハイチーズ

ハイポーズ



　飲み込む力が弱い高齢者は、口の中でまとまりにくい食べ物が苦手。細かく刻んだものや、とろみ、粘り気の
ない飲み物は、むせたり誤嚥しやすく、肺炎の原因になってしまうこともあります。本人の状態に合わせた食材
選びや下ごしらえ、調理を工夫して、安心して食事ができるよう心がけましょう。

高齢者が食べやすくなる調理の工夫をしましょう！
ご  えん

　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

高齢者が食べやすい調理の基本

まごころ
訪問給食サービス
TEL.099−298−8331

指輪や時計などは
外し、まずは流水
で洗う。

　皆様は、正しい手洗い方法をご存知です
か？「手洗い」は感染症の有効な予防方法
のひとつです。正しい手洗いを習慣にし、
菌やウイルスから体を守りましょう。

正しい手洗い方法

愛の泉
訪問介護ステーション

TEL.099−298−8336

愛泉園
居宅介護支援事業所
TEL.099−298−8332

※介護保険や福祉の内容等で困ったことや相談したいことがありましたら、お気軽に当事業所まで。

●介護が必要な方や、そのご家族から相談を受け、適切に援助をします。
●サービス利用者が困っていることを正しく理解して、適切なサービス提供事業者を選ぶ
　ことができるようにサポートします。
●サービス提供事業者への連絡や手配などの調整をします。
●サービスが正しく行われているかをチェックしたり、より適切な内容のケアプランに変更
　したりします。

ケアマネジャーの役割

たたく、切り込みを入れる、筋を切るなどの下ごしらえで柔らかくする。
適度にとろみをつけて、のど越しを良くする。
口の中でパサつかないよう適度な水分や油分を含ませて食材をまとめる。
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せっけんをつけしっ
かり泡立て、手のひ
ら・手の甲、指の間
は両手を組むよう
にこすり合わせ洗う。

3

56

1
指先・爪の間は、
手のひらの上で指
先をこするように
洗う

清潔な乾いたタオ
ルで、しっかりとふ
きとる。 

流水でせっけんと
汚れを充分に洗い
流す。

親指・手首は反対
の手でねじるよう
にして洗う。
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▼11月 ▼12月 ▼1月

コ ラ ム
鹿児島郷土の踊りで皆さん踊ったり歌ったりしてくださいます。
11月「おはら祭り」

年末の風物詩です。見るだけで気分が華やかになります。
12月「クリスマスツリー」

このお猿さんのように、元気に笑って福を呼び込みましょう！
1月「“干支の申”と“笑門来福”」

＼利用者の方と一緒に作った
壁飾り　１０月・１１月・１２月にお誕生日を迎えら

れた方々の誕生会を開催いたしました。
ボランティアの方々も駆けつけていた
だき、踊りや歌でひと花添えていただき
ました。皆様、これからもお変わりなく元
気にお過ごしいただきたいと思います。

誕生会

　年の初めということで、初詣に行き
ました。あいにくの天気の日もありまし
たが、皆さん一目散に社の前に行かれ、
参拝されていました。いろんなお願い
があるとは思いますが、今年も皆様に
とってより良い一年でありますように！

初詣

TEL.099−298−8331

通所介護事業所
生きがい対応型デイサービス

愛泉園デイサービスセンター

　デイサービス
名物のくす玉
割り

　音楽に合わ
せて皆様ご一
緒にお祝いの
舞

▼初詣の願掛けで何を
お願いされましたか？

　おみくじの内容は…？

　新春初詣。皆さん
笑顔でハイチーズ！

　緊張してます
けど、記念撮影
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▲
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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。

※【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。

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

　赤や青、緑など様々な色のビ
ーズをレンジで溶かし、型抜き
で形をとって完成‼ビーズが溶
けていく様子を見た児童・生徒
から「すご～い‼」「どうして
～？」などの声が出ていました。
物が変化する様子を自分の目
で確かめたことで、また一つ、
学ぶことが出来ました。キーホ
ルダーを手に、お迎えの保護者
へ「見て！作ったんだよ！」と嬉し
そうに話す姿が印象的でした♪

クリスマス
キーホルダー製作プレザント アリス

放課後等デイサービス

TEL.099−298−8184

　「抽選会」で、ドキドキしながらヒモ
を引き寄せると、楽しみにしていたクリ
スマスプレゼントが！サンタクロースか
らプレゼントを受け取り、ニッコリ♪私た
ち職員にとって、皆様の笑顔が最高のク
リスマスプレゼントになりました。

クリスマス会 　重い杵に驚きながら
も職員と一緒に一生懸
命もちをつきました。出
来上がったもちは柔ら
かく、触ったり、丸めたり
と感触を確かめました。

もちつき大会
TEL.099−298−8184

アミュザント アリス
生活介護

ミニョンヌ アリス
児童発達支援

TEL.099−298−8184

　12月19日にアリス療育発表会を
開催致しました。一人ひとりが持って
いる力を伸ばし、仲間と一つのこと
を成し遂げる力を高められるよう目
標を設定して練習を重ねてきました。
発表会という特別な環境の中でも、
その練習の成果を十分に発揮してく
れた子ども達！発表会は見事大成功
でした。

療育発表会

　紙皿や折り紙でお正月飾りを作りました。和紙を手
でちぎったり、のりをつけたりと、目と手の協調性を促
すとともに、季節の行事について知る機会となりました。

お正月飾り製作

楽しく
活動しています♪

綺麗な
キーホルダーの
完成♪

サンタがやってきた！

リース風に仕上げました

美味しくなーれ！

器に入れて…

▲クラス別のおゆうぎ発表！　　　　

▲紅白に分かれて、いざ玉入れ勝負っ！

　療育発表！　
▼子ども達の顔で
ツリーを作りました

　ふれあい教室は、公民館単位で行っています。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。皆様と一緒に笑っていると「あっ！」という間に過ぎてしまい
ます。他にも月1回転倒ストップ教室を開催しています。マシン
での体力づくりを中心に認知症予防の運動や頭の体操など、
こちらも楽しみながら行っています。次回の開催日は2月19日、
3月4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。

みんなで楽しくふれあい教室！総合相談支援
センター
TEL.099−298−8184

▲
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おもち
できました♪



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。

　新年を迎えるにあたり、当法人
のデイサービスのリニューアル

が完成し、また、アリスに屋外遊具場もできました。利
用者の方々に少しでも楽しい場を提供できたらと、
これまで以上に職員一同心新たに頑張っていかなけ
ればならないと考えています。慰問の皆様をはじめ
いろいろな方々の御力添えご指導のほど、今後とも
よろしくお願い致します。

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3月10日（木）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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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】

9

ボランティア大募集

5

21 3

8

4

6

本来は花や葉っぱで作られた装飾品を指します

▲正栄会地域交流
　ボランティア
　センター

7

Mobile Photo
 Album

　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、准看護師、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

　鹿児島市認知症サポート医、
包括支援センター職員を交え
て事例検討会を行いました。
当ホームを皮切りに鹿児島市
内の施設等を巡回し、事例検
討会を随時開催するとのこと
です。サポート医や包括職員
から貴重な意見をいただき、
大変有意義な検討会でした。
また、鹿児島市内の多くの施
設の中から最初に声をかけて
いただき、感謝いたします。

事例検討会開催

　郡山中学校の生徒さん方が丹精込めて育
てられた花苗をいただきました。大切に育て
ます。いつもありがとうございます。

郡山中学校様より
花苗のプレゼントふるさとの家 郡山

グループホーム

TEL.099−298−8118

▼真剣な表情

▼記念撮影

大切に育てます

正解者の中から抽選で3名の方に
「セイコー温湿度計付き電波目覚まし」
をプレゼント!

①SNSにはIDとこちらが必要です
⑥物事の一部の崩れから
　全体がこわれてしまうこと
⑦鎌倉幕府を倒した武将◯◯◯◯◯貞
⑧野村監督夫人。野村◯◯◯
⑨双子には一卵性と◯◯◯性があります

【タテのカギ】
①超絶技巧で知られるイタリアの
　バイオリスト
②◯◯◯とジャパン
③大分県九重にあります火山。温泉も
④元オリックス監督◯◯◯◯◯ぞう
⑤まだ改善の◯◯はある

【ヨコのカギ】

▲正確な日時と温度と湿度が
一目でわかる高機能目覚まし

 ヒント 


