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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

　8月21日に社会福祉法人正栄会の
第39回創立記念行事を行いました。
利用者様から理事長へ花束贈呈が行
われ、昼食には皆様とお祝膳をいた
だきました。午後からは縁日を行い、
皆様大いに笑い盛り上がりました。

愛泉園創立記念

Topic
s

今後とも
宜しくお願いします

いただきます♪

▲お祝膳

▲おめでとうございます

　9月17日に、愛泉園の敬老会
を行い、米寿、卒寿、白寿、100
歳以上の15名の皆様に理事長
より記念品と賞状が贈られまし
た。祝い膳を召し上がられた際
は、「美味しいね～、また長生き
できるわ♪」と皆様笑顔で話さ
れ、綱引き大会では元気いっぱ
いに綱を引かれていました。

敬老会

　10月5日に秋祭りを開催しまし
た。桜子会の皆様による歌や踊り
をみたり、ステージに上がって一
緒に踊ったりと、家族の方々と共
に楽しいひとときを過ごす事が出
来ました。

秋祭り

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

▲大いに盛り上がりました

▲おはら節を踊りました

　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

楽しか～♪

えい、えい
お～！

ひっぱれ
ひっぱれ

正栄会 検索



　転倒ストップ教室は、毎月1回開催しています。健康チェック、脳トレーニングを
盛り込んだ体操、マシンを使った体力づくり等の体験を通じて、身体を動かすこと
の大切さ、楽しさを体験して頂きます。継続しての参加もできます。
　ふれあい教室は、地域の方々が集まる公民館等に正栄会の職員が伺います。職
員それぞれの専門性を生かし、体操やレクリエーション、健康や介護・福祉に関する
情報提供など、皆様のご要望に応じた内容で開催いたします。
　どちらも参加は無料です。お気軽にお電話ください。

元気に過ごすために、
まずは楽しく体を動かしましょう‼

総合相談支援センター
TEL.099−298−8332

▼転倒
ストップ教室◀ふれあい教室

（柿園地区）

　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

　花尾神社鎮座800年祭に出かけま
した。地域の行事に参加するといろん
な方から声がかかり、また、協力をも
らいながら、とてもいい交流ができま
す。たまたま来ていた曾孫さんと記念
撮影！

花尾神社秋の大祭　
鎮座８００年祭

　10月14日～11月4日まで行われる案山子コンクールへ出展
しました。初めての試みで試行錯誤でしたが何とか完成し、
結果は4・6位でした。今後も地域の活動へ参加していきたい
と思います。

案山子コンクール出展

　敬老月間（入場料無料）に水族館へ行って
きました。色とりどりの魚を見て「きれかさか
なやな」と目を丸くして見ていました。

水族館へ行ってきました

ふるさとの家 郡山
グループホーム

TEL.099−298−8118

▼8月 ▼9月 ▼10月

真夏のアロハ

＼利用者の方と一緒に作った
壁飾り

8月 お迎えを待つかぐや姫9月 京都の秋と満月10月

　今年の夏もたくさんの方にご来所いただ
きました。みなさまより、たくさんの元気を
いただき猛暑に負けることなく、楽しく過ご
すことができました。

老若男女
みなさまとともに

TEL.099−298−8331

通所介護事業所

愛泉園デイサービスセンター 笑いあり涙ありの誕生会

▶記念写真を撮って

▼神社に
来たならお参り

か　か　し

▼▶郡山保育園

▲手作りのプレゼントを
いただきました

▶川田のみな
さまのマジッ
クショー
▶桜子会のみ
なさまと一緒
におはら節

◀力作ぞろい
の案山子の前
でみなさんと
　

▼良かのがで
きたが～
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きれかな～

もじょかな！！

ぬいかたは
まかせて



ミニョンヌ アリス
児童発達支援

TEL.099−298−8184

　8月に感覚・運動を目的とした課題でプールあそびを行いました。年少々児・
年少児は水の感触に慣れることを目的にアリスで実施し、年中児・年長児はよ
り大きなプールで潜ったり、バタ足などの大きな動きを経験する目的でハート
ピアかごしまへ出かけました。始めは顔が濡れることが苦手だった子どもたち
も、みんなで水の掛け合いっこをしたり、おにごっこで水の抵抗に負けず逃げ
回ったりしているうちに、すっかり水に馴染み笑顔いっぱいになっていました。

プール大好き!!

プレザント アリス
放課後等デイサービス

TEL.099−298−8184

　8月に夏まつりを行いました。準備中から何が始まるの？とワクワクドキドキ
の児童達。かき氷や金魚すくいなどの出店が並び、いつもとは違う雰囲気の
中でしたが、「○○下さい。」「ありがとうございました。」と挨拶もしっかり出来
ていました。児童同士「一緒に回ろうね。」と友達を意識する姿も見られ、グル
ープで行動する楽しさを味わえたようです。

夏祭り 　パイプビーズの感触・スライムの
ネバネバした感触・ビニール袋に入
った水の感触を体験しました。どん
な感触かドキドキしながら活動に取
り組まれています。感触遊びが苦手
な児童も人差し指から挑戦し、最後
は手の平で触ることができました。

感触あそび

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。

　新しくできた伊集院のセイカ工場に行ってきました。工場を見学し大好きなア
イスについて学んできました。最後はお土産を頂いて笑顔が多くみられました。ま
た、9月に「人形劇団ピノキオ」の皆さんをお迎えし、素敵な人形劇を鑑賞して楽し
い時間を過ごすことができました。

外出活動
〈アミュザントⅠ〉

　新しい活動としてステンドグラ
ス作りに取り組みました。フォト
フレームのプラスチック板を利
用して、ガラス絵具で色を付けま
した。それぞれの好みの色を自
由に手に取り楽しみながら、個性
豊かな作品に仕上がりました。今
後も新しい絵柄に挑戦していく
予定です。

ステンドグラス製作
〈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。

◀みんなで水中ウォーキ
ング

▼「お馬さん」からの先
生にタッチ～

◀出来たよ☆どうかな？

▶パイプビーズの雨だー！

▶金魚釣れるかな？

◀セイカ工場到着！

▼アイスについて学んでいます

▼こんなに素敵な作品になりました　

▲「三匹の子豚」を鑑賞中♪　　

◀
い
つ
も
の
笑
顔
を

忘
れ
て
集
中
！

※【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。
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かき氷下さい♪

オニがくるぞー！

気持ちいいな～

何がいるかな～夏祭り
楽しかったね

※【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。

うまく
描けるかな？



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12月10日（月）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）

*Autumn* 2018.11.1/No.69社会福祉法人  正栄会 

ボランティア大募集 　9月になっても30数度の日々
が続き、いつまでも夏服を片付

けられずにいましたが、10月に入りようやく朝夕に秋
を感じられるようになりました。愛泉園は秋祭りで盛
り上がり、ふるさとの家郡山は鎮座800年の花尾神社
秋の大祭に出かけ、デイサービスは誕生会、アリスも
各々いろいろなイベントを行ない、過ぎゆく夏から深
まりゆく秋を楽しんだようです。

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】

5

2

4

8

1 3

6 7

Q「利用者負担割合」ってなに？

A 介護保険サービス利用分について
支払う割合のことです。

～教えてケアマネさん～

所得に応じ判定され「１割」「２割」「３割」があります。要支援・要介護認定者、事業対
象者には保険者（市町村）から『介護負担割合証』が交付されます。

介護保険のことでご不明な点やご相談などございましたら、お気軽に当事業所へお問
い合わせ下さい。

【 材料（4人分）】

【 作り方 】

冬瓜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カニ風味かまぼこ ・・・・・・・
絹さや ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生姜汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A　かつお出汁 ・・・・・・・・・・・・
B　酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　  砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
C　かつお出汁 ・・・・・・・・・・・・

400g（切って塩もみした後、水で塩抜きします）
40g（適当な長さに切り、ほぐしておく）
6枚（塩を入れた熱湯で茹でて、冷水で冷やす）
適量
800cc
50cc
大さじ１
200cc

みりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
醤油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

100cc
100cc

❶ Ａに冬瓜を入れ、強火で煮てあくをとる。
❷ ❶にBを入れて約20分煮る。冬瓜に火が通ったらお皿に盛りつける。
❸ ❷の残りの出汁にCとカニ風味かまぼこを加えてあんを作る。
　 最後に生姜汁を加える。
❹ 盛り付けた冬瓜に❸のあんをかけ、絹さやを飾り出来上がり。

まごころ
訪問給食サービス
TEL.099−298−8331

「冬瓜のカニ風味あんかけ」

正解者の中から抽選で5名の方に
「レジャーラグマット」をプレゼント!

①秋の七草、女郎花を読んでください
④AKB48→HKT48のメンバー指原莉乃の愛称
⑥回して遊ぶ伝統玩具。
　“ベイブレード”もこの一種
⑦旧約聖書で大洪水から種を守った船は
　「◯◯の方舟」
⑧佐賀の焼物と言えば有田焼・◯◯◯焼

【タテのカギ】
①『○◯○◯、はんぱねえ』
②鹿児島に古くから伝わる酒席の遊びと言えば
　コレ！
③「◯◯◯◯鉄道」「◯◯◯◯ンハスキー」
⑤女の子が２人生まれると…
⑦手巻き寿司、軍艦巻きで使われます

【ヨコのカギ】

▲タータンチェックのレジャーマット。秋の行楽
のお供にいかが？ ※カラーは2種類ございます。
色の指定はできません。

▲正栄会地域交流
　ボランティア
　センター 太宰府

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

愛の泉
訪問介護ステーション

TEL.099−298−8336

ニオイを感じてしまう玄関に消臭剤をおいてお客様に失礼のないようにしましょう!!!

靴箱の一番下に置いたり、玄関の見えない場所に簡単消臭剤を置いてください。
かわいいビンに入れるとインテリアとしてもOKです♪
湿気で硬くなった重曹は、新しい物に交換してください。

掃除の知恵袋⑧
重曹を使って消臭しよう

旬の食材をつかった訪問給食の献立を紹介します♪

・使い古しの靴下（穴の無い物）
・重曹

のもるす備準
❶使い古しの靴下の口を開く
❷そこに、重曹を入れる
❸口を閉める

方り作

重曹

可愛いビンに
入れて見せても◯

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


