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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

　屈強な男たちが今年も芋苗植えを
手伝ってくれました。
　紅あずま？安納芋？鳴門金時？…
なんでっちゃぁ良かったい！
　植えときゃ、秋には芋が成ると金時！！

　5月5日（こどもの日）に菖蒲湯に入れば、暑い
夏を丈夫に過ごすことができると信じられてい
る。また効果としては腰痛や神経痛を和らげる効
果が期待できると言われています。
　今年もお互い菖蒲の葉を握って、ハイポーズ！

　駐車場や中庭に、今年も綺麗な桜が満開。
　中庭からは桜の木を通り越し、海の彼方には
福岡タワーやヤフードームの全景。
　少し肌寒かったですが、花びら散る桜景色に
風情を感じるひと時でした！！

　梅雨の終わりも近づき、日々
蒸し暑くなってきておりますが、

お変わりなくお過ごしでしょうか。夏に旬を迎えるキュウリ
やナス、スイカ等の瓜科の食べ物は、身体を冷やす効果が
あるとのこと。さっぱりした酢の物などで気分もスッキリ過
ごしたいですね。
　今年も猛暑になりそうですが、入園者の皆様の体調管理
には、十分に注意をしていきたいと思っております。（樗木）

　だんだんと暑くなってきました。ジメジメしてくると細菌の
活動も活発となって食中毒を起こしやすくなります。細菌は
高温多湿な環境を好みます。肉や魚などの生鮮食品やお惣
菜など購入後は、細菌を増えにくくするためにできるだけ早
く冷蔵庫で保存することが重要です。また、冷蔵庫を過信せ
ずに早めに食べるようにしましょう。 
　夏バテや脱水症の予防のためにも、栄養の偏りや睡眠不
足などにも気をつけて、規則正しい生活を送ることも大切
です。体調を整えて、食中毒（健康被害）を予防しましょう。
当園でも安心して食事を楽しんでいただけるよう予防に努
めております。
　また、ご家族様におかれましても、ご面会時に生ものや
消費期限の近い食品の持ち込みはご遠慮いただきますよう
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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髙木　光義
事務課長 ← （日本赤十字九州国際看護大学
　　　　　  　　　　　　　　　 財務課長）

【平成29年4月1日付】

介護課 ひまわり棟 嘱託介護職員

【平成29年5月1日付】

介護課 パート業務職員

【平成29年6月1日付】

西久保 和弘

桑野 フサエ

平成29年4月1日付
　中原　 晴代　（介護課長）
　 　　　　　　　 　 

平成29年2月28日付
　濵邊 真佐美　（事務課 厨房 嘱託調理員）

平成29年3月31日付
　南　　 嘉子　（介護課 介護課長）　　
　椛島　 礼菜　（介護課 すみれ棟 嘱託介護職員）

平成29年5月31日付
　馬場　 　等　（介護課 デイサービス 嘱託介護職員）

平成29年6月3日付
　山田　 瑞歩　（介護課 ひまわり棟 介護職員）

平成29年4月1日付
　伊地知 紋矢　（介護課 すみれ棟 介護職員）
　鶴田　 梨奈　（介護課 ひまわり棟 臨時介護職員）
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◆大寿園赤十字奉仕団「むくの木」の皆さん
•庄野まり子様 （お誕生日のメイク）
•福岡県いやしのケア赤十字奉仕団「なごみ」様（マッサージ）
•向田敬子様（習字）
•斎田カズ子様（習字）
•廣田久美子様（習字）
•苗村末美様（生け花）
•片淵静子様（生け花）
•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）
•濱谷裕惠子様 （アロマセラピー）
•中田栄子様 （歌でふれあい）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•柏木幸子様 （傾聴・読み聞かせ）
•今津ボランティアなぎさ様 （行事手伝い）
•法音寺ボランティア様（園内清掃・車椅子清掃）
•フラモエ様 （フラダンス）

和田　満義さん 88歳
寺井登志子さん 77歳
池田ハツヱさん 94歳
川原千鶴子さん 84歳
田浦　艶子さん 89歳
中島カヨノさん 97歳
三島トキワさん 94歳
天野　サヨさん 91歳
岩隈　直美さん 89歳
早川　久代さん 82歳

鯉川　　省さん 81歳
花田　　健さん 87歳
柴田　邦子さん 96歳
德永　幸子さん 86歳
松田ツルヨさん 99歳
増本虎六郎さん 91歳
松隈　輝子さん 89歳
安河内三智子さん 86歳
大神ミチ子さん 88歳
中田カツヨさん 97歳

伊藤　利子さん 99歳
井上キヌコさん 89歳
佐野ハルエさん 96歳
白橋　琴美さん 97歳
戸田ノブ子さん 88歳
三苫　道子さん 92歳
山越スゞ子さん 95歳
茅嶋　千振さん 79歳
高杢　俔子さん 90歳
南　　早美さん 84歳
森友ヤヨイさん 89歳

山口　由喜さん 84歳
山口木綿葉さん 92歳
笠　静枝さん 90歳
北尾ミカヨさん 88歳
谷川　ナカさん 94歳
谷口　夏美さん 83歳

天本　吹子さん 93歳
石田　文子さん 92歳

「きゅうり」の苗を見つめる入園者

①：酉年 ②：Ａ型
③：海や川への魚釣り
④：以心伝心
★目で見て心で聞く介護を実践してい
きたいと思っています。

　４月から介護課長になりました。
　まだまだ未熟な部分が多いですが、一人一人の声に
耳をかたむけ、入園者が安心して生活できるように支
援していきたいと思います。よろしくお願いします。

①：午年 ②：A型
③：日舞、グランドゴルフ
④：一期一会
★一生懸命頑張ります。よろしくお願
いします。

①：丑年 ②：Ａ型 ③：ウォーキング 
④：継続は力なり
★利用者様やご家族様にとって、居心
地の良い施設になるよう精一杯頑張
ります。よろしくお願い致します。
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中原　 晴代

細菌による
食中毒（ 　）にご注意を！
細菌による
食中毒（ 　）にご注意を！健康

被害
健康
被害

食中毒予防のお話（増やさない！）
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Ｓ 　３月は寒い日が続いていましたが、４月に入り、大寿園にも
暖かな春がやってまいりました。窓から見える園庭には今年
も素晴らしい八重桜が咲き誇り利用者様の目を楽しませてく
れました。
　早速カメラを片手に写真撮影を行なうと、満開の桜の花に
負けない笑顔の花をたくさん撮ることができました。ベラン
ダから手を伸ばして、桜の花に触れたり、桜の花の香りを楽し
まれるなど、それぞれの形で春を満喫されていました。

行 事 紹 介行 事 紹 介

コスモス棟
お 花 見

　２階すみれ棟でベランダ菜園を始めました。
　キュウリやトマトたくさんの野菜を植えました。これから入
園者の皆さんと職員で毎日の水やりなどを行い、成長と季節
を感じていただけたらと思っています。
　皆さん笑顔で楽しく植えられていました。

すみれ棟
プランター菜園

ショッピング

　連休が明けた5月8日に、櫻井神社を散策に行ってきまし
た。入り口の大きな石の鳥居を見て、「ふとさぁ～」と言われ
たり、伊勢神宮から移築された鳥居を見て「きれいやね～」
と感心されていました。拝殿では、熱心に手を合わせられ、
願い事を尋ねると、「家内安全」や「健康第一」、「ひ・み・つ」
と笑顔でした。
　境内には、藤棚が設えてあり、見ごろまではもう少しでし
たが、珍しい白い藤の花が咲いており、「珍しかね～」と感心
される方もいらっしゃいました。

　伊都イオンにショッピングに行ってきました。
　前日から着ていく服を選ばれ、着替えや化粧もされ、いざ出発。車内
では、ボランティアの方々とお話され車窓からの景色にワクワクされ
ていました。
　店内では、買いたいものをある程度決めていたものの、品数の多さ
に驚き、「どっちがいいかしら？」「これはどうかしら？」とボランティ
アさんと悩みながら選んでおられました。

　大寿園には、多くのボランティアが活動されています。
　これらのボランティアが横の繋がりを持ち、気持ちを共
有し、学び、活動を盛り上げていこうと2014年３月10日に
結成されました。
　団体名の由来は開園時、中庭に植樹され、今や大木に成
長している、椋の木に倣って命名されました。
　研修バスハイク、交流会、懇親会等、少しずつですが会
員の絆は紡がれているのではないでしょうか。
　ここでのご縁を大切に大寿園のご利用者さまに喜んで
いただける活動を続けていく団体でありたいと思います。

むくの木　会長　庄野 まり子

　当園では数年ぶりの小さなデ
パートを開催しました。株式会社ケ
アファッション様ご協力の下、品数
も豊富に取り揃えていただき玄関前
のホールが洋服屋さんに大変身。
　年４回のショッピングでは、参加
できるご利用者様も限られるため、
普段なかなか見られない服をあれ
これと見られ楽しまれていました。
　特養やデイサービスのご利用者
様・ご家族様や地域の方々も多数参
加され、わきあいあいとしながら楽
しく選び購入されていました。

ひまわり棟
櫻井神社を散策

園外園外

園内園内

大寿園赤十字奉仕団「むくの木」

家族の会

定例総会

韓国赤十字奉仕団との交歓訪問
　５月17日、大韓赤十字社釜山支社の奉仕団７名が来園されま

した。

　日赤福岡県支部と大韓赤十字社釜山広域支社は、昭和54年に

姉妹支社協定を締結し、相互に訪問し赤十字事業に対する理解

と相互の友好親善を深めています。

　今回の訪問は、その一環として、日赤大寿園奉仕団「むくの

木」並びに、当園で活動を行っている福岡県いやしのケア赤十

字奉仕団「なごみ」との交歓会を実施しました。コスモス棟で

は、利用者に対して「なごみ」による肩や背中などに、ぬくもり

を感じていただける「いやしのケア」を行いました。ケアを受け

られた方は、少々緊張気味・・・でも次第に「きもちヨカ～」と

ゆったりした表情で癒やされ、見学をしていた韓国赤十字奉仕団

も交わり、ふれあいのひとときを過ごしました。

　意見交換会では、韓国赤十字奉仕団のメンバーの方々に「いや

しのケア」体験をしてもらい、疲れを癒やしていただきました。

交換会のまとめとして、施設にとって、ボランティアは、利用者

の生活の質を高める為に欠かせない存在となっていることを、お

互い確認することができました。

大寿園赤十字奉仕団「むくの木」では、奉仕団会員を募集しています。
～ボランティア活動に興味のある方、どなたでも参加できます～

　平成29年６月11日（
日）、第33回家族の会

定例総会が開催されま
した。

総会は家族の会会長の
挨拶で始まり、昨年度

の会計報告及び会計監
査報告

並びに本年度の予算（
案）について審議され

ました。その後、本年度
の新役員

が選出され、会長並び
に役員が決定致しまし

た。旧役員の皆様には
、これまで

様々な園活動にご協力
をいただき心から感謝

申し上げますとともに
、新役員の

方々につきましては、今
後ともよろしくお願い申

し上げます。

　総会終了後は、定期
的に歯科往診をしてい

ただいている「デンタ
ルサポート」

の歯科衛生士の方を講
師としてお招きし、「元

気なお口づくりのお手
伝い」と題

した口腔セミナーが行
われました。

　入園者の事だけでは
なく参加されているご

家族自身にとっても、役
立つ内容を

スライドを使って分か
りやすくお話しいただ

きました。また、セミナ
ー終了後には

興味をもったご家族が
質問されている姿もみ

られました。
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挨拶で始まり、昨年度

の会計報告及び会計監
査報告

並びに本年度の予算（
案）について審議され

ました。その後、本年度
の新役員

が選出され、会長並び
に役員が決定致しまし

た。旧役員の皆様には
、これまで

様々な園活動にご協力
をいただき心から感謝

申し上げますとともに
、新役員の

方々につきましては、今
後ともよろしくお願い申

し上げます。

　総会終了後は、定期
的に歯科往診をしてい

ただいている「デンタ
ルサポート」

の歯科衛生士の方を講
師としてお招きし、「元

気なお口づくりのお手
伝い」と題

した口腔セミナーが行
われました。

　入園者の事だけでは
なく参加されているご

家族自身にとっても、役
立つ内容を

スライドを使って分か
りやすくお話しいただ

きました。また、セミナ
ー終了後には

興味をもったご家族が
質問されている姿もみ

られました。
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Ｓ 　３月は寒い日が続いていましたが、４月に入り、大寿園にも
暖かな春がやってまいりました。窓から見える園庭には今年
も素晴らしい八重桜が咲き誇り利用者様の目を楽しませてく
れました。
　早速カメラを片手に写真撮影を行なうと、満開の桜の花に
負けない笑顔の花をたくさん撮ることができました。ベラン
ダから手を伸ばして、桜の花に触れたり、桜の花の香りを楽し
まれるなど、それぞれの形で春を満喫されていました。
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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

　屈強な男たちが今年も芋苗植えを
手伝ってくれました。
　紅あずま？安納芋？鳴門金時？…
なんでっちゃぁ良かったい！
　植えときゃ、秋には芋が成ると金時！！

　5月5日（こどもの日）に菖蒲湯に入れば、暑い
夏を丈夫に過ごすことができると信じられてい
る。また効果としては腰痛や神経痛を和らげる効
果が期待できると言われています。
　今年もお互い菖蒲の葉を握って、ハイポーズ！

　駐車場や中庭に、今年も綺麗な桜が満開。
　中庭からは桜の木を通り越し、海の彼方には
福岡タワーやヤフードームの全景。
　少し肌寒かったですが、花びら散る桜景色に
風情を感じるひと時でした！！

　梅雨の終わりも近づき、日々
蒸し暑くなってきておりますが、

お変わりなくお過ごしでしょうか。夏に旬を迎えるキュウリ
やナス、スイカ等の瓜科の食べ物は、身体を冷やす効果が
あるとのこと。さっぱりした酢の物などで気分もスッキリ過
ごしたいですね。
　今年も猛暑になりそうですが、入園者の皆様の体調管理
には、十分に注意をしていきたいと思っております。（樗木）

　だんだんと暑くなってきました。ジメジメしてくると細菌の
活動も活発となって食中毒を起こしやすくなります。細菌は
高温多湿な環境を好みます。肉や魚などの生鮮食品やお惣
菜など購入後は、細菌を増えにくくするためにできるだけ早
く冷蔵庫で保存することが重要です。また、冷蔵庫を過信せ
ずに早めに食べるようにしましょう。 
　夏バテや脱水症の予防のためにも、栄養の偏りや睡眠不
足などにも気をつけて、規則正しい生活を送ることも大切
です。体調を整えて、食中毒（健康被害）を予防しましょう。
当園でも安心して食事を楽しんでいただけるよう予防に努
めております。
　また、ご家族様におかれましても、ご面会時に生ものや
消費期限の近い食品の持ち込みはご遠慮いただきますよう
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

新職員紹介

2月～6月
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髙木　光義
事務課長 ← （日本赤十字九州国際看護大学
　　　　　  　　　　　　　　　 財務課長）

【平成29年4月1日付】

介護課 ひまわり棟 嘱託介護職員

【平成29年5月1日付】

介護課 パート業務職員

【平成29年6月1日付】

西久保 和弘

桑野 フサエ

平成29年4月1日付
　中原　 晴代　（介護課長）
　 　　　　　　　 　 

平成29年2月28日付
　濵邊 真佐美　（事務課 厨房 嘱託調理員）

平成29年3月31日付
　南　　 嘉子　（介護課 介護課長）　　
　椛島　 礼菜　（介護課 すみれ棟 嘱託介護職員）

平成29年5月31日付
　馬場　 　等　（介護課 デイサービス 嘱託介護職員）

平成29年6月3日付
　山田　 瑞歩　（介護課 ひまわり棟 介護職員）

平成29年4月1日付
　伊地知 紋矢　（介護課 すみれ棟 介護職員）
　鶴田　 梨奈　（介護課 ひまわり棟 臨時介護職員）
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◆大寿園赤十字奉仕団「むくの木」の皆さん
•庄野まり子様 （お誕生日のメイク）
•福岡県いやしのケア赤十字奉仕団「なごみ」様（マッサージ）
•向田敬子様（習字）
•斎田カズ子様（習字）
•廣田久美子様（習字）
•苗村末美様（生け花）
•片淵静子様（生け花）
•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）
•濱谷裕惠子様 （アロマセラピー）
•中田栄子様 （歌でふれあい）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•柏木幸子様 （傾聴・読み聞かせ）
•今津ボランティアなぎさ様 （行事手伝い）
•法音寺ボランティア様（園内清掃・車椅子清掃）
•フラモエ様 （フラダンス）

和田　満義さん 88歳
寺井登志子さん 77歳
池田ハツヱさん 94歳
川原千鶴子さん 84歳
田浦　艶子さん 89歳
中島カヨノさん 97歳
三島トキワさん 94歳
天野　サヨさん 91歳
岩隈　直美さん 89歳
早川　久代さん 82歳

鯉川　　省さん 81歳
花田　　健さん 87歳
柴田　邦子さん 96歳
德永　幸子さん 86歳
松田ツルヨさん 99歳
増本虎六郎さん 91歳
松隈　輝子さん 89歳
安河内三智子さん 86歳
大神ミチ子さん 88歳
中田カツヨさん 97歳

伊藤　利子さん 99歳
井上キヌコさん 89歳
佐野ハルエさん 96歳
白橋　琴美さん 97歳
戸田ノブ子さん 88歳
三苫　道子さん 92歳
山越スゞ子さん 95歳
茅嶋　千振さん 79歳
高杢　俔子さん 90歳
南　　早美さん 84歳
森友ヤヨイさん 89歳

山口　由喜さん 84歳
山口木綿葉さん 92歳
笠　静枝さん 90歳
北尾ミカヨさん 88歳
谷川　ナカさん 94歳
谷口　夏美さん 83歳

天本　吹子さん 93歳
石田　文子さん 92歳

「きゅうり」の苗を見つめる入園者

①：酉年 ②：Ａ型
③：海や川への魚釣り
④：以心伝心
★目で見て心で聞く介護を実践してい
きたいと思っています。

　４月から介護課長になりました。
　まだまだ未熟な部分が多いですが、一人一人の声に
耳をかたむけ、入園者が安心して生活できるように支
援していきたいと思います。よろしくお願いします。

①：午年 ②：A型
③：日舞、グランドゴルフ
④：一期一会
★一生懸命頑張ります。よろしくお願
いします。

①：丑年 ②：Ａ型 ③：ウォーキング 
④：継続は力なり
★利用者様やご家族様にとって、居心
地の良い施設になるよう精一杯頑張
ります。よろしくお願い致します。
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中原　 晴代

細菌による
食中毒（ 　）にご注意を！
細菌による
食中毒（ 　）にご注意を！健康

被害
健康
被害

食中毒予防のお話（増やさない！）
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平成29年5月31日付
　馬場　 　等　（介護課 デイサービス 嘱託介護職員）

平成29年6月3日付
　山田　 瑞歩　（介護課 ひまわり棟 介護職員）

平成29年4月1日付
　伊地知 紋矢　（介護課 すみれ棟 介護職員）
　鶴田　 梨奈　（介護課 ひまわり棟 臨時介護職員）
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◆大寿園赤十字奉仕団「むくの木」の皆さん
•庄野まり子様 （お誕生日のメイク）
•福岡県いやしのケア赤十字奉仕団「なごみ」様（マッサージ）
•向田敬子様（習字）
•斎田カズ子様（習字）
•廣田久美子様（習字）
•苗村末美様（生け花）
•片淵静子様（生け花）
•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）
•濱谷裕惠子様 （アロマセラピー）
•中田栄子様 （歌でふれあい）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•柏木幸子様 （傾聴・読み聞かせ）
•今津ボランティアなぎさ様 （行事手伝い）
•法音寺ボランティア様（園内清掃・車椅子清掃）
•フラモエ様 （フラダンス）

和田　満義さん 88歳
寺井登志子さん 77歳
池田ハツヱさん 94歳
川原千鶴子さん 84歳
田浦　艶子さん 89歳
中島カヨノさん 97歳
三島トキワさん 94歳
天野　サヨさん 91歳
岩隈　直美さん 89歳
早川　久代さん 82歳

鯉川　　省さん 81歳
花田　　健さん 87歳
柴田　邦子さん 96歳
德永　幸子さん 86歳
松田ツルヨさん 99歳
増本虎六郎さん 91歳
松隈　輝子さん 89歳
安河内三智子さん 86歳
大神ミチ子さん 88歳
中田カツヨさん 97歳

伊藤　利子さん 99歳
井上キヌコさん 89歳
佐野ハルエさん 96歳
白橋　琴美さん 97歳
戸田ノブ子さん 88歳
三苫　道子さん 92歳
山越スゞ子さん 95歳
茅嶋　千振さん 79歳
高杢　俔子さん 90歳
南　　早美さん 84歳
森友ヤヨイさん 89歳

山口　由喜さん 84歳
山口木綿葉さん 92歳
笠　静枝さん 90歳
北尾ミカヨさん 88歳
谷川　ナカさん 94歳
谷口　夏美さん 83歳

天本　吹子さん 93歳
石田　文子さん 92歳

「きゅうり」の苗を見つめる入園者

①：酉年 ②：Ａ型
③：海や川への魚釣り
④：以心伝心
★目で見て心で聞く介護を実践してい
きたいと思っています。

　４月から介護課長になりました。
　まだまだ未熟な部分が多いですが、一人一人の声に
耳をかたむけ、入園者が安心して生活できるように支
援していきたいと思います。よろしくお願いします。

①：午年 ②：A型
③：日舞、グランドゴルフ
④：一期一会
★一生懸命頑張ります。よろしくお願
いします。

①：丑年 ②：Ａ型 ③：ウォーキング 
④：継続は力なり
★利用者様やご家族様にとって、居心
地の良い施設になるよう精一杯頑張
ります。よろしくお願い致します。
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中原　 晴代

細菌による
食中毒（ 　）にご注意を！
細菌による
食中毒（ 　）にご注意を！健康

被害
健康
被害

食中毒予防のお話（増やさない！）


