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人 事 だ よ り ①干支　②血液型　③趣味・特技
④座右の銘　⑤ひと言新職員紹介

平成28年7月31日付

畑　　優希（介護課　すみれ棟　嘱託介護職員）
中川のぶ子（介護課　デイサービス　パート介護職員）
谷　　末雄（事務課　パート業務職員）

柴田　裕史（介護課　デイサービス　嘱託介護職員）

平成28年9月30日付

ボランティア来園簿 7月～10月

◆大寿園赤十字奉仕団
　「むくの木」の皆さん
•庄野真理子様（お誕生日のメイク）
•苗村末美様（生け花）
•片渕静子様（生け花）
•向田敬子様（習字）
•廣田久美子様（習字）
•中山満子様（習字）
•足立悦子様（脳トレ）

•平内嘉寿子様（脳トレ）
•中田栄子様（歌でふれあい）
•濱谷裕惠子様（アロマセラピー）
•ふれあい愛宕様（縫い物、洗濯
物たたみ等）

•歌楽歌楽合唱団様（歌でふれあい）
•華冠グループ様（ヘアカット・ネイル）
•福岡県いやしのケア赤十字奉
仕団「なごみ」様（マッサージ）

•法音寺青年会様（行事手伝い）

◆その他（個人、団体）の皆さん
•柏木幸子様（傾聴、読み聞かせ）
•水崎ちづる様（裁縫サークル）
•フラモエ様（演芸披露）
•今津ボランティアなぎさ様
（行事手伝い）
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お誕生日おめでとうございます！
皆様のこの一年間がさらにます
ます充実したものになりますよう
に、心から願っています！

夏の定番！夏の風物詩！と
もいえる「そうめん流し」
を行いました。竹の中を流れるそうめんを自分で掬い上げて
は食べ、掬い上げては食べ♪みんなで美味しく楽しい時間を
過ごしてもらいました。
夏にしかできないそうめん流しを、みなさん笑顔で参加して
いただく事ができ職員一同も実施してよかったと思います。
そうめん以外に葡萄も流れてきましたよ！？♪

歌あり！マジックあり！踊りあり！のバラエティに富んだ舞台に、デイ
サービス全体が笑いに包まれていました。皆様とても楽しい時間を
すごされています。夢エンタークラブ様ありがとうございました。

誕生会

敬老会では、日頃の感謝を込めて米
寿や喜寿の方々へ感謝状が贈呈され
ました。昼食のお祝御膳はとても喜
んで頂けました。

敬老会

そうめん流し

演芸会（夢エンタークラブ様）

大 園  雅 美
①寅年　②AB型
③音楽鑑賞、オーディオ、機械整備
④dliligence is the mother of success
⑤設備管理面ではマルチに対応できるよ

う頑張ります。

納 冨  直 美
①丑年　②A型
③編み物、ウクレレ
④感謝
⑤一生懸命がんばりますので、よろしくお

願いします。

渡 邉  真 奈 美

デイサービス
嘱託介護職員

平成28年
9月1日付

すみれ棟
臨時介護職員

平成28年
8月15日付

事務課
臨時業務職員

平成28年
7月1日付

①辰年　②A型
③写真を撮ること、旅行
④一生懸命
⑤初心に戻って、一生懸命笑顔で頑張り

ます。

編 集
後 記

青龍太鼓
（青柳鉄工建設株式会社内）団長  青柳 克彦様～祝・青龍太鼓20周年記念公演～

　青龍太鼓団員の皆様には、毎年、本園の「地域交流ふれあい祭り」にご出演いただき、入園者及び、ご家
族、施設利用者の方に和太鼓を通して、楽しさ、迫力、魅力を、そして感動を与えていただいております。
　今回、「青龍太鼓２０周年記念」として、青柳団長より、本園事業に役立ていただければということで、過分
なるご寄付を頂戴いたしました。あたたかな善意に深く感謝申し上げます。
　なお、９月２５日（日）に開催されました「青龍太鼓２０周年記念公演」では「熊本被災
地支援」ということで、公演会場の一角に募金箱を設置され、多数の皆様の協力をうけ
られました。
　義援金においては、日本赤十字社福岡県支部を通して、現地に届けられます。

　長い夏日が終わり、すご
しやすい秋が来ることを心
待ちにしていましたが、一

足飛びで肌寒い季節がやってまいりました。今年は平年よ
り海面水温が高くなるエルニーニョ現象から逆に低くな
るラニャーニャ現象への切り替わりの年で、その年の夏
はとても暑く、冬はとても寒くなる事が多いそうです。異
常気象も重なり、連日野菜の高騰のニュースも流れていま
すが、お鍋など温かい食事を食べて、寒さに負けないよう
お過ごしください。
　今回の紙面はいかがでしたでしょうか？今後も施設の

情報や、皆様の笑顔をお届けできるよう、職員一
丸となって頑張っていきたいと思います。（中山）http://www.taijuen.jrc.or.jp/taijuen/

●新アドレス

　この度、当園のホームページをリ
ニューアルいたしました。今後は、新着情
報で、園内の行事や活動などを掲載して
いきます。 今後とも大寿園をよろしくお
願いいたします。  ｠

安部　房子さん 80歳
粟山　勇夫さん 75歳
池田　　魁さん 96歳
石田　ヤスさん 90歳
今井アサオさん 92歳
内田　洋進さん 84歳
梶原　明美さん 84歳
小金丸　覓さん 77歳
宗　　ヒデさん 96歳
宗　　道子さん 91歳
田中百合子さん 77歳
西　　政子さん 87歳
橋本　久子さん 93歳
松尾　芳栄さん 95歳
村田　元吉さん 84歳
矢野　公子さん 80歳

青沼　道久さん 80歳
板谷ミナトさん 97歳
小田百合子さん 91歳
甲斐フサ子さん 86歳
川嶋アキ子さん 89歳
久保タツ子さん 88歳
駒井　和子さん 89歳
佐伯恵美子さん 89歳
鶴山　萬平さん 77歳
野上マサノさん 92歳
牧園トモ子さん 98歳
和田サチ子さん 79歳

與　　耕作さん 77歳
池内スミエさん 83歳
今泉　鏡子さん 85歳
江嶋　保惠さん 83歳
大串アイ子さん 95歳
椎葉アキノさん 97歳
末松フサエさん 90歳
豊島　貞子さん 85歳
成冨　久子さん 89歳
姫野ミサコさん 76歳
松本ナホミさん 83歳
峯　　洋子さん 74歳
山下　重美さん 87歳

青木美千子さん 87歳
上杉　澄江さん 87歳
植田　満子さん 94歳
河越　正子さん 99歳
川原　シメさん 94歳
木本美枝子さん 87歳
佐藤ミキ子さん 98歳
竹上　フユさん 93歳
津田小夜子さん 82歳
長田美代子さん 74歳
原　幸三郎さん 87歳
町田キミ子さん 93歳
松尾アサ子さん 89歳
山方トミ子さん 95歳
米丸アヤ子さん 92歳

～ホームページ
　 リニューアルのお知らせ～

退 職

本園の事業活動に
ご寄付をいただく



日赤コーナー

ステージ

キッズコーナーキッズコーナーフードコーナー

北崎保育園様/きたざきっず様/大原鳳の会様/わかば会様/トモエ会様/福祉ボランティアの会希望様/フラ
モエ様/伊都フラワーガールズ様/青龍太鼓様/今津校区自治会の皆様/法音寺青年会福岡支院様/ふれあい愛
宕様/愛信園様/西日本短期大学様/今津公民館様/福岡市漁業協同組合浜崎今津支所様/福岡市立今津小学
校様/青少年子ども会育成連合会様/浜崎町内会様/浜崎老人クラブ様/男女共同企画の会浜崎支部女性の会
様/浜崎民生委員様/男女共同企画の会様/今津福祉村様/校区老人クラブ連合会様/生花サークル先生 苗村
様/㈱クローバー様/㈱キリンヴィバレッジサービス様/福岡赤十字奉仕団いやしのケアなごみ 様/今津赤十
字病院の皆様/日本赤十字社福岡県支部/福岡県赤十字血液センター/日赤大寿園奉仕団 むくの木様/日赤
大寿園 家族の会の皆さま他（順不同）

ふれあい祭りのボランティア一覧

今年こそは晴天の中での開催と期待した“ふれあい祭り”でしたが、結果は、雨（大雨？）。
しかし、地域の方々の雨に負けない盛り上がりで無事、盛会裡に終わることができました。
ご協力くださいましたご家族様・地域の皆様・ボランティアの方々、誠にありがとうございま
した。来年こそ晴天となりますよう、そしてより一層お楽しみいただけますよう、企画してい
きたいと思います！

　9月19日の敬老の日、大寿の集いを開催いたしました。
　今年は、103歳の方を筆頭に15名の方々に園よりお祝い状が授与されました。
　演芸会では、ボランティアの方々による踊りやフラダンズを披露していただいたり、男性
職員による「元気踊り」や開設以来踊りつがれている「おじいさんおばあさんありがとう」
の踊りを披露したりと、皆さん笑いあり涙ありの集いとなりました。
　これからも健康に留意され、ますますのご長寿をお祈りいたします。地域交流 2016

やきとりを始め、日赤名物炊出しカレー
など雨にも負けず大繁盛でした。

今年の司会はこの二人。デイ
サービスの西原さんとピエ
ロ？（ひまわり棟、比嘉さん）

家族の会によるキッズコーナー。
今年は、新たに射的が加わり例
年以上の大盛況となりました。

今年も日赤コーナーを設置
し、赤十字パネルの展示や
ナース服と救護服を着て記
念撮影を実施。

今年の目玉イベント、ケーキの早食
い競争。小さい子供たちから大人、
そして、最後は職員まで参加し、口元
がケーキまみれになりました。

今年も北崎保育園の皆さんの元気いっぱいの
踊りから始まり、地域の皆様の唄や踊り、ダン
スなど披露していただきました。そして、祭り
の最後を飾るのは、おなじみの青龍太鼓様。勇
壮な太鼓の音に会場は大盛り上がり。

大寿
つどい
の

103歳　藤井 ハナコ 様 99歳 河越 正子 様 99歳 竹内 ヤエ 様

(100歳以上/大正5年3月31日以前) (大正6年4月1日～大正7年3月31日)

88歳 井上 キヌコ 様

88歳 森友 ヤヨイ 様

88歳 田浦 艶子 様

88歳 久保 タツ子 様

88歳 菊池 二郎 様

88歳 吉村 喜代子 様

88歳 宗 正光 様 88歳 岩隈 直美 様

88歳 竹下 アキヨ 様

77歳 鶴山 萬平 様

77歳 與 耕作 様

77歳  徳重 サツ子 様

(昭和3年4月1日～昭和4年3月31日) (昭和14年4月1日～昭和15年3月31日)

［ 百賀の祝い ］ ［ 白　寿 ］

［ 米　寿 ］ ［ 喜　寿 ］
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ロ？（ひまわり棟、比嘉さん）
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今年は、新たに射的が加わり例
年以上の大盛況となりました。
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し、赤十字パネルの展示や
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の
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(100歳以上/大正5年3月31日以前) (大正6年4月1日～大正7年3月31日)
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人 事 だ よ り ①干支　②血液型　③趣味・特技
④座右の銘　⑤ひと言新職員紹介

平成28年7月31日付

畑　　優希（介護課　すみれ棟　嘱託介護職員）
中川のぶ子（介護課　デイサービス　パート介護職員）
谷　　末雄（事務課　パート業務職員）

柴田　裕史（介護課　デイサービス　嘱託介護職員）

平成28年9月30日付

ボランティア来園簿 7月～10月

◆大寿園赤十字奉仕団
　「むくの木」の皆さん
•庄野真理子様（お誕生日のメイク）
•苗村末美様（生け花）
•片渕静子様（生け花）
•向田敬子様（習字）
•廣田久美子様（習字）
•中山満子様（習字）
•足立悦子様（脳トレ）

•平内嘉寿子様（脳トレ）
•中田栄子様（歌でふれあい）
•濱谷裕惠子様（アロマセラピー）
•ふれあい愛宕様（縫い物、洗濯
物たたみ等）

•歌楽歌楽合唱団様（歌でふれあい）
•華冠グループ様（ヘアカット・ネイル）
•福岡県いやしのケア赤十字奉
仕団「なごみ」様（マッサージ）

•法音寺青年会様（行事手伝い）

◆その他（個人、団体）の皆さん
•柏木幸子様（傾聴、読み聞かせ）
•水崎ちづる様（裁縫サークル）
•フラモエ様（演芸披露）
•今津ボランティアなぎさ様
（行事手伝い）

お
誕
生
日

お
め
で
と
う

ご
ざい
ま
す

お誕生日おめでとうございます！
皆様のこの一年間がさらにます
ます充実したものになりますよう
に、心から願っています！

夏の定番！夏の風物詩！と
もいえる「そうめん流し」
を行いました。竹の中を流れるそうめんを自分で掬い上げて
は食べ、掬い上げては食べ♪みんなで美味しく楽しい時間を
過ごしてもらいました。
夏にしかできないそうめん流しを、みなさん笑顔で参加して
いただく事ができ職員一同も実施してよかったと思います。
そうめん以外に葡萄も流れてきましたよ！？♪

歌あり！マジックあり！踊りあり！のバラエティに富んだ舞台に、デイ
サービス全体が笑いに包まれていました。皆様とても楽しい時間を
すごされています。夢エンタークラブ様ありがとうございました。

誕生会

敬老会では、日頃の感謝を込めて米
寿や喜寿の方々へ感謝状が贈呈され
ました。昼食のお祝御膳はとても喜
んで頂けました。

敬老会

そうめん流し

演芸会（夢エンタークラブ様）

大 園  雅 美
①寅年　②AB型
③音楽鑑賞、オーディオ、機械整備
④dliligence is the mother of success
⑤設備管理面ではマルチに対応できるよ

う頑張ります。

納 冨  直 美
①丑年　②A型
③編み物、ウクレレ
④感謝
⑤一生懸命がんばりますので、よろしくお

願いします。

渡 邉  真 奈 美

デイサービス
嘱託介護職員

平成28年
9月1日付

すみれ棟
臨時介護職員

平成28年
8月15日付

事務課
臨時業務職員

平成28年
7月1日付

①辰年　②A型
③写真を撮ること、旅行
④一生懸命
⑤初心に戻って、一生懸命笑顔で頑張り

ます。

編 集
後 記

青龍太鼓
（青柳鉄工建設株式会社内）団長  青柳 克彦様～祝・青龍太鼓20周年記念公演～

　青龍太鼓団員の皆様には、毎年、本園の「地域交流ふれあい祭り」にご出演いただき、入園者及び、ご家
族、施設利用者の方に和太鼓を通して、楽しさ、迫力、魅力を、そして感動を与えていただいております。
　今回、「青龍太鼓２０周年記念」として、青柳団長より、本園事業に役立ていただければということで、過分
なるご寄付を頂戴いたしました。あたたかな善意に深く感謝申し上げます。
　なお、９月２５日（日）に開催されました「青龍太鼓２０周年記念公演」では「熊本被災
地支援」ということで、公演会場の一角に募金箱を設置され、多数の皆様の協力をうけ
られました。
　義援金においては、日本赤十字社福岡県支部を通して、現地に届けられます。

　長い夏日が終わり、すご
しやすい秋が来ることを心
待ちにしていましたが、一

足飛びで肌寒い季節がやってまいりました。今年は平年よ
り海面水温が高くなるエルニーニョ現象から逆に低くな
るラニャーニャ現象への切り替わりの年で、その年の夏
はとても暑く、冬はとても寒くなる事が多いそうです。異
常気象も重なり、連日野菜の高騰のニュースも流れていま
すが、お鍋など温かい食事を食べて、寒さに負けないよう
お過ごしください。
　今回の紙面はいかがでしたでしょうか？今後も施設の

情報や、皆様の笑顔をお届けできるよう、職員一
丸となって頑張っていきたいと思います。（中山）http://www.taijuen.jrc.or.jp/taijuen/

●新アドレス

　この度、当園のホームページをリ
ニューアルいたしました。今後は、新着情
報で、園内の行事や活動などを掲載して
いきます。 今後とも大寿園をよろしくお
願いいたします。  ｠

安部　房子さん 80歳
粟山　勇夫さん 75歳
池田　　魁さん 96歳
石田　ヤスさん 90歳
今井アサオさん 92歳
内田　洋進さん 84歳
梶原　明美さん 84歳
小金丸　覓さん 77歳
宗　　ヒデさん 96歳
宗　　道子さん 91歳
田中百合子さん 77歳
西　　政子さん 87歳
橋本　久子さん 93歳
松尾　芳栄さん 95歳
村田　元吉さん 84歳
矢野　公子さん 80歳

青沼　道久さん 80歳
板谷ミナトさん 97歳
小田百合子さん 91歳
甲斐フサ子さん 86歳
川嶋アキ子さん 89歳
久保タツ子さん 88歳
駒井　和子さん 89歳
佐伯恵美子さん 89歳
鶴山　萬平さん 77歳
野上マサノさん 92歳
牧園トモ子さん 98歳
和田サチ子さん 79歳

與　　耕作さん 77歳
池内スミエさん 83歳
今泉　鏡子さん 85歳
江嶋　保惠さん 83歳
大串アイ子さん 95歳
椎葉アキノさん 97歳
末松フサエさん 90歳
豊島　貞子さん 85歳
成冨　久子さん 89歳
姫野ミサコさん 76歳
松本ナホミさん 83歳
峯　　洋子さん 74歳
山下　重美さん 87歳

青木美千子さん 87歳
上杉　澄江さん 87歳
植田　満子さん 94歳
河越　正子さん 99歳
川原　シメさん 94歳
木本美枝子さん 87歳
佐藤ミキ子さん 98歳
竹上　フユさん 93歳
津田小夜子さん 82歳
長田美代子さん 74歳
原　幸三郎さん 87歳
町田キミ子さん 93歳
松尾アサ子さん 89歳
山方トミ子さん 95歳
米丸アヤ子さん 92歳

～ホームページ
　 リニューアルのお知らせ～

退 職

本園の事業活動に
ご寄付をいただく
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