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

▲採れました

▲職員と一緒に

▼今年も
良い年で

◀おみくじを
　引きました

　県立開陽高等学校で訪問授業を行いました。コロナ禍で実習ができなか
った、３年生や高校に入ったばかりの１年生など、福祉科の生徒の皆さんに介
護現場で働く中で感じたこと、経験したことの話をしました。生徒の皆さん、
時には笑顔で時には真剣な表情で話を聞いてくれました。介護の仕事の魅力を
発信することができました。

訪問授業

2

採れた
サツマイモ

　グループホームで栽培した野菜が
たくさんできたので、鹿児島市議会
野口議員を通じて、生活困窮者へ食
生活支援を行いました。社会貢献す
ることは、高齢者の皆様が社会の一
員として活躍でき、生きがいづくりに

なるので、これからも続けてい
きたいと思います。

生活困窮者の
ための食生活支援

　今年も愛泉園のサツマイモが大きく育ちました。利用
者の皆様も泥だらけになりながら一生懸命に収穫を行い
ました。「これは太かとがなっちょったが～」と満面の笑顔
でした。

芋ほり

　新年を迎え利用者
の方々と、おみくじや
初詣写真撮影など、
園内でお正月の行事
を楽しみました。「今年
も元気にすごせます
ように」と手を合わせ
ていらっしゃいました。

お正月

　「よいしょ～！よいしょ～！」
と威勢の良い掛け声とと
もに利用者の皆様と一緒
に餅つきを行いました。
１００歳を超えた利用者様
も「できるかね～」と話され
ながらも元気いっぱいに
お餅をつかれていました。

もちつき
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

お正月

ひっぱれ！！

よいしょ！
よいしょ！

▼すくすくと育ちました

▲グループワーク

▲授業風景

▲生徒の皆さんと

美味しそうな
人参やっど～

▼「いろいろとありがとうご
ざいます」と野口議員

正栄会 検索



　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

　ふるさとの家郡山では年
2回消防署立会いの下、防災
訓練を行っています。BCP
（業務継続計画）を作成し、自
然災害へも対応できるよう
に取り組んでいます。

防災訓練

　住宅型有料老人ホーム まほろあいら様より「畑仕事をしていると
ころを見てみたい」と依頼があり、オンラインを通じて活動状況を見
ていただきました。まほろあいら様から、海底噴火で徳之島へ漂着し
た軽石を使用し姶良神社でご祈祷されたお守りをいただきました。
「広い海でも決して沈まない強運の石」としてメディアでも取り上げ
られ、受験者等へも配布しているようです。少し余りがありますので
ご希望の方はご連絡ください。

他事業所とのコラボ企画

チョキチョキ
切るよ！

▲お守りをいただきました。大切にします

ミニョンヌ アリス
児童発達支援

　食べ物の興味・関心を深めるとともに、じゃ
がいもは土の中で育つことや土の中に隠れて
いる生き物の発見など、子ども達にとって沢
山の学びがありました。今後も感謝の気持ち
をもって食事をいただけるよう、栽培・収穫体
験や食育に力を入れて取り組んでいきます。

じゃがいも収穫体験

　カスタネットバサミ
や綿棒スタンプ、のり
を使って2022年の干
支の『寅』をイメージし
て作りました。カスタ
ネットバサミで切る時
の紙の感触を楽しんだ
り、綿棒スタンプで色
づけていく工程に目を
輝かせる子ども達の姿
が見られました。

年賀状制作
※【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。

▲訓練の様子

たくさん
掘れたよ！

　クリスマスの雰囲気を楽
しもうということで、サンタ
の帽子を手作りし、ビンゴ
ゲームを開催しました。ビン
ゴゲームでは番号が発表さ
れる度に一喜一憂しつつ、
皆様景品をゲットすること
ができました。クリスマス会
の最後には美味しいデザー
トを召し上がりました。

クリスマス会

　晴天のなか今年も花尾
神社で初詣をすることが
できました。お詣りの際に
は健康や目標などについ
てそれぞれ願掛けを行い、
良い１年のスタートとする
ことができました。

初詣

▼11月 ▼12月 ▼1月

実りの秋

利用者の方と一緒に作った
壁飾り

11月
※壁紙の大きさは、縦230cm・横250cmです。

サンタがやってきた12月 2022 寅1月

通所介護事業所

愛泉園デイサービスセンター

▶
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▲いい年でありますように!!

◀
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プ
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▼うんまか～ ▼メリークリスマス

みんなで
パシャリ!!

社会福祉法人  正栄会 

赤い
じゃがいも
だよ！

ビンゴ!!

狙いを
定めて…

ありがとう
ございます



※【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。

　クリスマスムード溢れる楽しい雰囲気の中、
袋いっぱいにプレゼントを持ったサンタクロ
ースの登場に皆様たくさんの笑顔や驚いた
表情が見られていました。また、年賀状やお正
月飾り作りを通して新年を迎える準備も整い
ました。2022年も体調を崩さず、皆様と一緒
に楽しい時間を過ごしていきたいと思います。

年末行事〈アミュザントⅠ〉

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

　クリスマスに合わせてカップケーキ作りを行いました。生クリーム
を絞って、フルーツのトッピングに挑戦！仕上げにチョコレートソース
がかかると、‘ワクワク‘‘ドキドキ‘が止まらない表情の子ども達でした。
最後に実食し、美味しい感動を体験する事が出来ました。

クリスマスクッキング

　12月にお楽しみ会でクッキングを行い、
シチューとピザトーストを作りました。慣れ
ないピーラーや包丁の使い方に苦戦してい
る姿も見られましたが、完成が近付くにつれ
て「おいしそう」「早く食べたい！」などの感
想も出ており、お腹を空かせながらも楽しん
で作ることができました。

お楽しみ会

ジャンティーユアリス
重症児放課後等デイサービス

▼年賀状作りました！▼紅白しめ縄

▲これをください！！　 ▼うまく
まとまるかな!?　

　移動販売の『CREPE 
CAFÉ B２』さんをお招き
して、美味しいクレープを
堪能しました。クレープが
作られる工程を見学し目
当てのクレープを購入す
ると皆様、大満足の様子
でした。
『いちご大福』作りでは、
大福作りの経験のある利
用者様が驚きの技術を
披露されていました！！

スイーツを楽しもう！〈アミュザントⅡ〉

　公益財団法人JKA様より2021年度競輪の補助事業として補助金をいただき、
車いす仕様（リフト式）の車両を導入しました。多くの利用者様へ、快適で充実した
サービスを提供できるよう活用させていただきたいと思います。

福祉車両を導入しました

　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

◀障害者(児)通所施設アリス

▲みんなで一緒に
楽しいな！！

▲具材を炒めます！

▼おいしくできました！
▼初詣にも行きました

▲大切に使わせていただきます

▶カップ
ケーキの
完成！！

プレゼントは
どれかな？

メリー
クリスマス

サンタさん
ありがとう♪

美味し
そう～！！

僕に
まかせて！！

もうすぐ
完成！

ソースを
かけて―！！

社会福祉法人  正栄会 



食べる場所・・・・・・・・・・・・本人が居心地の良いと感じる場所に変えてみる。
　　　　　　  　　　　  外食して気分転換を図るのもよいでしょう。
食べる時間・・・・・・・・・・・・本人の生活リズム・体内時間に合わせてみる。

好みの味にする・・・・・・・・・・・・・・・・・本人の好みの味にしましょう。
盛り付けを工夫する・・・・・・・・・・・・彩り良く「見た目」に気を配ることで食欲を刺激します。
柔らかく飲み込みやすくする・・・・切り方を工夫したり、とろみをつけることで食べやすく
　　　　　　　　　　　　　　　  なりストレスが解消します。

家庭での工夫が難しいときは、デイサービスや高齢者用のお弁当など福祉のサービスを利
用することにより栄養バランスのとれた食事を摂ることができます。

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 　年末にはコロナウイルス感
染対策が浸透し、感染者数が

減少したと喜んでいたのも束の間、1月中旬から感
染者数が急増しており、より一層の感染対策に努
めたいと思います。さて、正栄会全施設、事務所で
は秋の収穫から年末年始にかけて盛り沢山のイベ
ントを楽しんでいただきました。

編集後記
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焦げ付きを落としたい

まごころ
訪問給食サービス

　焦げ付いてしまったフライパンの擦
ってもなかなか落ちない焦げ!!擦りす
ぎるとテフロン加工が傷ついてしまう
のに困ってしまうことありますよね。

生活の知恵袋⑳

食べる環境を変えてみる

調理を工夫する

福祉のサービスを利用する

愛の泉
訪問介護ステーション

水 ・重曹大さじ２杯ほど
準 備 す る 物

❶フライパンに水をいれる
❷大さじ２杯ほどの重曹を入れ、10分ほど沸騰させる
❸火を止め、焦げを木べらなどで突くと
　ポロポロと焦げが取れます
❹お湯を捨て、スポンジで洗います

職員募集
私たちと一緒に働きませんか？

●保育士
●看護師
●生活支援員

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・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

が験経や格資（  
   なくてもOK）
●経理事務職員

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

▼油須木ふれあい教室 ボッチャに挑戦

介護サービス情報公表制度について

愛泉園居宅介護支援事業所
介護保険のご相談窓口

　この制度は、介護サービスを利用しようとしている方が、自分に合った事業
所や施設選択ができることを目的に、全国の『介護サービス事業所・施設』情
報を、都道府県がインターネット等により公表するしくみです。簡単なインタ
ーネット操作で、最寄りの事業所・施設検索が容易に行え、所在地やサービス
内容などを確認することができます。是非ご家庭で活用くださいませ。

　正栄会の施設を活用をした『転倒
ストップ教室』、地域の集会所に出向
く『ふれあい教室』を行っています。
地域の感染状況等勘案し、感染予防
対策を行いながら実施しております
ので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご依頼は、担当【池田
☎298-8332】まで　　　　　　　
　　　　　　　　　

総合相談支援センター

高齢者の食欲アップの工夫

非
是

い
さ
だ
く
覧
ご

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。


