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社会福祉法人 正栄会 理事長/上片平 栄昭

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ください。
ホームページアドレス  http://syoueikai.or.jp

　秋らしい陽気になり今
年も運動会を開催しまし
た。開会式では選手宣誓
やラジオ体操にて気持ち
を高め、競技では一喜一
憂しながら優勝目指して
全力で頑張りました。勝敗
に関係なく多くの笑顔が
見られた素晴らしい運動
会でした。

運動会

　レクリエーションの時間を活用し小物入れを
作りました。細かな作業も多くありましたが、最
後まで集中力を切らすことなく、１人ひとりデザ
インの異なる作品を完成させることができまし
た。男性陣は郡山東部研修館で行われている
かかしコンテストに触発されかかしを作りまし
た。お互いに意見を出し合いながら、納得のい
く作品が完成しました。

作品づくり

▼8月 ▼9月 ▼10月

レッツサマー

利用者の方と一緒に作った
壁飾り

8月
※壁紙の大きさは、縦230cm・横250cmです。

ハートのなる木9月 秋に向かって10月

通所介護事業所

愛泉園デイサービスセンター

よーく狙って

優勝
しました!!

　８月２１日に社会福祉法人正栄会の第４２回創立記念
と永年勤続者表彰を行いました。創立記念では利用者
様、職員から理事長へ花束や記念品の贈呈が行われ、
永年勤続者表彰では１０年以上正栄会のために尽力し
た職員を表彰しました。理事長より感謝の言葉があり、
今後も正栄会が地域福祉の拠点としてお役に立てるよ
うに努力していきます。

愛泉園創立記念＆
永年勤続表彰

Topics

▲これからも活躍
お願いします

◀玉入れも
白熱しました

▼準備運動も入念に

▲デザイン考え中

▲集中し
ています

▲かかし作製中

おめでとう
ございます

▶表彰式の様子

かかしと一緒に
ハイチーズ

正栄会 検索



▶美味しくいただかれました

▼力いっぱい引きました

　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ふるさとの家 郡山
グループホーム

　10月13・14日、2班に
分かれてみかん狩りに行
きました。やっぱり外出
はいいですね！皆様思う
存分みかんを食べてい
ました。感染状況を見な
がら、外出の機会も多く
作りたいと思います。

みかん狩り

　毎年恒例の
花火大会をしま
した。手持ち花
火で童心に帰り、
打ち上げ花火
は「きれい～～」
と皆様感激。来
年も楽しみまし
ょうね！！

夏の終わりに花火大会

　ご家族や北海道から沖縄ま
での同業者の方よりご支援い
ただき、フォロワーが2000を
超え、日々の活動報告の投稿
も278回になりました。引き続
き、いいね及びフォロワー登録
お願いいたします。

Instagramのフォロワーが
2000を超えました

　９月２０日に敬老会を行いました。米寿、卒寿、百歳以上の９名の皆
様に理事長より記念品と賞状が贈られました。昼食では祝い膳を召
し上がられて敬老のお祝いをしました。　

敬老会

　９月２２日に綱引き大会を行いました。「よいしょ！
よいしょ！」の掛け声に、皆様力いっぱいに綱を引き
ました。「力を入れすぎて手が赤くなったよ」と笑顔
で話され、大いに盛り上がり楽しまれました。

綱引き大会
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

よーく
混ぜてね！

おめでとう
ございます

ミニョンヌ アリス
児童発達支援

　カラーボールをたくさん
使った活動を行いました。
上手にボールを持って、同
じ色の穴にポイッ！成功する
と「やったー！！」と歓声をあ
げ、とても嬉しそうな表情
が見られました。最後はカ
ラーボールの色や音、感触
を全身で感じていました。

居宅訪問療育

　2週間の教育実習がありました。実習生が指導計画を立てて年中・
年長児を対象に「泡スライム遊び」を実施しました。スライムを自分た
ちで作り泡ハンドソープを混ぜると「もちもち・ふわふわ」のスライムに
変化！「お餅みたい！」「伸びるよー！」と不思議な感触を嬉しそうに伝
えてくれるお子様達の姿に、実習生も達成感を得られた様子でした。

鹿児島女子短期大学の
実習生がやってきました！！

※【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。

▼よ～く見て！！

▶ありがとうございます

▼JINRIKIで坂道も楽チン
▲美味しそうなみかん
選んでいます

▶皆様で花火を満喫
しました

楽しいな

▶
泡
を
混
ぜ
ま
す

頑張れ！

エイエイオー

社会福祉法人  正栄会 

きれい～



※【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。

　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。
医療的ケア児等コーディネーター養成研修、強度行動障害支援者養成研修（実践）を修了した職員を配置しております。

※「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。

エマーブル アリス
計画相談支援・障害児相談支援

しっかり
狙って…

ローラー
楽しいな

　運動会の季節がやってきました！！「玉入れ」や
「リレー」「新聞紙相撲」等を行いました。皆で
協力して楽しく競技を行い大盛り上がりの一週
間となりました。

運動会ＷＥＥＫ〈アミュザントⅠ〉

　昔懐かしい遊びを体験していただきなが
ら楽しく過ごしました。歌に合わせて身体を
動かしたりジャンケンをしたり自然と笑顔が
あふれていました。

花いちもんめ〈アミュザントⅠ〉

　紙皿やトイレットペーパーを用いてお化けカボチャ
やコウモリを作りました！好きな色の花紙やシールを
選んでいただき、『秋』を感じる賑やかな作品が完成
しました。

ハロウィン壁画制作
〈アミュザントⅡ〉

　道具を使って、様々な大きさのシャボン玉を作り
ました。秋晴れの中、心地よい風に乗って飛んでい
くシャボン玉を見て、皆様「きれい！！」と喜ばれて
いました。

シャボン玉を飛ばそう！！
〈アミュザントⅡ〉

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。

※【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

放課後等デイサービス

　祖父母や家族へ、日頃の感
謝の気持ちを「手紙」にして伝
えようと一生懸命考える子ど
も達。完成すると少し照れなが
らも嬉しそうに見せてくれまし
た。お子様たちの愛情がたく
さん詰まった内容に、心が温ま
る思いでした。

敬老の日にむけて
～お手紙を書こう～ 　たくさんのカラー

ボールを部屋やプ
ールに広げて、手に
取り投げたり、ボー
ルの中に埋もれて
みたりと全身で感触
を楽しみました。笑
顔いっぱいの感触
活動になりました。

感触活動～カラーボール～

ジャンティーユアリス
重症児放課後等デイサービス

最近の出来事

愛泉園居宅介護支援事業所
介護保険のご相談窓口

　コロナ禍で「感染対策の為、面会を中止しているので会えな
いから自宅に引き取ります」との相談があります。感染対策で面
会を中止している施設や病院が多いなか、『様子がわからない』
と不安を抱えるからこその相談だと思っています。『皆様に不安
が残らないように！！』ケアマネジャーとしてお手伝いさせて頂き
ます。まずは悩んだら、いつでも当事業所にご相談ください。

★地域の方々の交流の場を楽しく盛り上げるお手伝いをしたい！
★地域の方々に役立つ情報をお届けしたい！
　正栄会総合相談支援センターでは、地域
の集会所に出向き、職員それぞれの得意分
野を生かし、ご希望に沿う内容・時間で、ふ
れあい教室を開催しています。ぜひご活用く
ださい。

ふれあい教室～出張ミニデイサービス～再開

総合相談支援センター

▲花いちもんめ♪

▼完成！！

▲上手にできるかな

◀
皆
様
楽
し
そ
う

▲敬老の日ってなんだろう？

喜んで
くれるといいな

ボールが
いっぱい

楽しいなー!!

なんて
書こうかな

すごーい！

社会福祉法人  正栄会 

頑張るぞ

どんな絵が
出るかな！

負けないぞ



長生きをしている高齢者は、肉や魚などの動物性タンパク質をたくさん食べていることがわ
かっています。

高齢者の低栄養による免疫力の低下が問題になっております。免疫力を高めるためには摂
取エネルギーを増やすだけでなく、タンパク質の摂取量を増やすことが大切になりますが、
たくさんの量を食べることのできない高齢者は、肉をしっかり食べたほうが効率的なのです。

肥満傾向の方は、赤身などの脂肪の少ない部位がおすすめです。食べ過ぎには注意し、自
分の身体に合わせてバランスよく摂取しましょう。

元気な高齢者は何を食べているのか？

正解者の中から抽選で5名の方に
「七福神多用汁焼」をプレゼント!

【タテのカギ】

①『心太』←読んで
④1616年に満州で建国、辛亥革命で
　滅亡した国
⑤将棋や囲碁を打つ人の総称
⑥春夏秋冬のこと
⑨野球のポジション「ライト」。日本語で言うと？

【ヨコのカギ】

①2021年夏、オリンピックが開催された
　都市は？
②濾過するときに使われる紙
③angel←日本語で言うと？
⑦1、3、５、７、９。この数字って何？
⑧◯◯賢人。◯◯千香子。共通の名字は？

ホームページでは各事業所ごとの広報誌や情報を随時アップしております。
アリス・ふるさとの家ではインスタグラムでも「今」を紹介しております。

社会福祉法人  正栄会 

ホームページ・インスタグラムのご案内 　例年になくいつまでも夏日
が続いていましたが、ようやく

季節が秋に移り、暑からず寒からずの好季節にな
った上に、新型コロナウイルス感染が全国的に落
ち着いているので、皆様社会活動が活発になられ
るのではないでしょうか。さて、法人内各施設・事
務所それぞれ過ぎゆく夏から秋のイベントを楽し
んだようです。

編集後記

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。
令和3年12月15日（水）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

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】

31

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
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▲みそ汁に、お雑煮に！使い方いろいろ！

7

9

まごころ
訪問給食サービス

　魚を焼くには必須のグリルですが、使い終わった後の汚れにはが
っかりしてしまいます。汚れを簡単に落とせたらうれしいですよね。

生活の知恵袋⑲
魚焼きグリル受け皿のそうじ

肉を多めに食べている！

なぜ肉を食べたほうが良いのか？

肉を食べる際の注意点

愛の泉
訪問介護ステーション

片栗粉 大さじ5・水 300ｍｌを混ぜる 
※皿の大きさに合わせて下さい

準 備 す る 物

❶グリルの受け皿に片栗粉と水を混ぜて入れる
❷魚を焼く
❸魚の油・水分を片栗粉が吸って固まる
❹グリルの受け皿より片栗粉をはがし受け皿を洗うだけ

職員募集
私たちと一緒に働きませんか？

●保育士
●看護師
●理学療法士
●言語聴覚士

各種手当（扶養・進学ヘルプ・住居・　
資格・永年勤続 etc.）賞与年3回、昇給年1回未経験者OK

ブランクOK

子育て中のママ！短い時間で働きたい方！
お子さんの学校行事等、働きたい時間や日数など、お気軽にご相談ください。
※保育士・看護師・PT・ST・介護職員・調理職員 etc.

※詳細は各施設にお問い合わせください。

募 集 職 種
●介護福祉士
●介護職員
（資格や経験が
 なくてもOK）

募 集 職 種

パ ー ト 職 員 も 同 時 募 集

●訪問給食の
　調理・配達
　パートスタッフ

募 集 職 種

是
非

ご
覧
く
だ
さ
い

障害者（児）通所施設アリス 介護老人福祉施設 愛泉園 愛泉園デイサービスセンター

社会福祉法人 正栄会　でご覧いただけます。


