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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

『敬老の日』に毎年行われている『大
寿の集い』が今年も華やかに行なわ
れました。昼食前の時間を借りて、
施設長の挨拶から大寿園職員によ
る「ソーラン節」「舞踊」が披露され、
参加して頂いた利用者の皆様も楽
しまれていました。今年「年祝い」を
迎えられる皆様には細やかではあ
りますが、感謝状と記念品を贈呈さ
せて頂きました。これからも長生き
されて下さいね！！

秋の魚と言えば「秋刀魚（さんま）」！今年も園庭で炭
火焼きの秋刀魚を頂きました。
焼いている最中も脂が落ちて香ばしい臭いが園内外
に広がることで、食欲が増し、少し焦げ目がついた秋
刀魚は最高の味わいでした。
15時のおやつは秋刀魚・・・ではなく、たい焼きで魚
三昧の満足満足の１日でした。

　今年のふれあい祭りも天候が気がかり

でしたが、雨も降らずに無事に開催する

ことができました。ご家族様や地域の皆

様方のご協力のもと行えましたことを園

長はじめ職員一同、大変感謝しておりま

す。来年は今年以上の盛り上がりをみせ

たいと思っております。

　立冬も過ぎ、暦の上では冬、朝晩と冷

え込む日が続いています。これから一層

寒さが厳しくなりますので、健康に気を

つけてお過ごし下さい。　　　　（南里）

ご面会の皆様へ
　冬が近づき、風のある日は寒さ
が身にしむようになりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
当園では11月のインフルエンザ
の予防接種の開始とともに、感染症対策が始まる時期になってまいり
ました。対策期間中は手洗い、うがい、マスクの着用、また、食品の差し
入れや、体調不良の方のご面会についてお断りさせていただくことが
ございますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。詳しく
は玄関や各フロアの掲示物をご確認ください。
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平成29年7月31日付
　神田ゆかり　（介護課 コスモス棟 嘱託介護職員）
　尾田　　巧　（介護課 デイサービス パート業務職員）
平成29年8月31日付
　内田　将俊　（介護課 すみれ棟 嘱託介護職員）
　江頭由美子　（介護課 デイサービス パート看護師）

平成29年8月19日付
　池田　栄美　（介護課 コスモス棟 介護職員）

平成29年9月19日付
　緒方　会美　（介護課 デイサービス 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）
•片渕静子様（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）
•中田栄子様（歌でふれあい）
•南 嘉子様（食事介助等）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•柏木幸子様（傾聴・読み聞かせ）
•男女共同参画の会女性の会浜崎支所様（行事手伝い）
•太郎保育園様（お遊戯会）
•水崎ちづる様（行事手伝い）

木本美枝子さん 88歳
瀬戸フクヱさん 81歳
竹上　フユさん 94歳
津田小夜子さん 83歳
德永　勝実さん 93歳
長田美代子さん 75歳
原　幸三郎さん 88歳
町田キミ子さん 94歳
松尾アサ子さん 90歳
山方トミ子さん 96歳
米丸アヤ子さん 93歳

今泉　鏡子さん 86歳
江嶋　保惠さん 84歳
大江アキヨさん 100歳
大串アイ子さん 96歳
末松フサエさん 91歳
成冨　久子さん 90歳
姫野ミサコさん 77歳
松本ナホミさん 84歳
峯　　洋子さん 75歳
山下　重美さん 88歳

青木美千子さん 88歳
上杉　澄江さん 88歳
植田　満子さん 95歳
川原　シメさん 95歳

矢野　公子さん 81歳

青沼　道久さん 81歳
板谷ミナトさん 98歳
小田百合子さん 92歳
久保タツ子さん 89歳
駒井　和子さん 90歳
佐伯恵美子さん 90歳
鶴山　萬平さん 78歳
牧園トモ子さん 99歳
和田サチ子さん 80歳

與　　耕作さん 78歳
一木ノブ子さん 86歳

安部　房子さん 81歳
粟山　勇夫さん 76歳
池田　　魁さん 97歳
石田　ヤスさん 91歳
今井アサオさん 93歳
小金丸　覓さん 78歳
宗　　ヒデさん 97歳
宗　　道子さん 92歳
豊田ヨシ子さん 79歳
西　　政子さん 88歳
平田エイ子さん 91歳
松尾　芳栄さん 96歳
水﨑ヨウコさん 91歳
村田　元吉さん 85歳

復興支援ドライブ「みなみの里」にて

退 

職

育
休
育
休
復
帰

松原 秀樹
介護課 コスモス棟 介護長 
 （日本赤十字社総合福祉センター　サービス第三係長より）

【平成29年10月1日付】

①：酉年 ②：Ｏ型 ③：スポーツ観戦 
④：不言実行
◆6年ぶりの福岡、とても懐かしいです。少
しでも入園者の皆様が穏やかな生活が送
れますように一生懸命がんばります。

転入

日髙 孝子
介護課 デイサービス 嘱託介護職員

【平成29年7月1日付】

①：巳年 ②：A型 
③：布団にはいったら、5秒で寝る 
④：失敗は成功のもと
◆一生懸命頑張ります。よろしくお願いし
ます。

採用

松原　恵
事務課 生活相談係 生活相談員 
 （日本赤十字社総合福祉センター 生活相談員より）

【平成29年10月1日付】

①：申年 ②：Ｏ型 ③：自身のメンテナンス 
④：有言実行
◆6年ぶりに戻ってまいりました。山あり
谷あり乗り越えていきたいと思います。今
後ともどうぞよろしくお願い致します。

転入

木龍 光枝
介護課 臨時業務職員

【平成29年7月1日付】

①：丑年 ②：A型 ③：映画鑑賞 
④：一致団結
◆真面目にこつこつと頑張ります。

採用

柴田 裕史
介護課 デイサービス 嘱託介護職員

【平成29年7月1日付】

①：巳年 ②：O型 ③：音楽鑑賞、レコードコ
レクター  ④：一期一会
◆笑顔で利用者様と会話し、思いやりを
持って介護していきます。一生懸命頑張り
ますので、よろしくお願いします。

採用

西村 洋子
介護課 デイサービス パート看護師

【平成29年9月1日付】

①：卯年 ②：AB型 ③：楽しみの一つで週に
２回リズム体操をしている ④：幸福だから
笑うのではない。笑うから幸福なのだ。
◆目配り、気配り、思いやりを持って、寄り
そった看護をしていきたいと思います。

採用

鬼尾 清美
介護課 デイサービス パート業務職員

【平成29年10月1日付】

①：卯年 ②：A型 ③：野球観戦、ゴルフ 
④：一生懸命
◆介護補助の仕事は初めての事で１日でも
早く戦力になれるように頑張りたいと思
います。

採用
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大寿の集い式典

　心配していた雨も上がり、曇り空のもと、開催しました今年の大寿園ふれあい祭りは、たくさんの方々にご来園いただきあり
がとうございました。今年も、演芸や踊りなどたくさんの演目が行われ、ご利用者の皆様は笑顔で観覧されておられました。
　また、イベントブースを設置し、ゲームコーナーや炊き出しを行い、地域やご家族の皆様と交流を図ることができました。赤
十字体験コーナーでは、キッズユニホームの試着・撮影コーナーや、赤十字はどんなことをしているの？といった疑問に答え
るブースを設置しました。
　また来年も楽しい企画で皆様と楽しむことができるようにしていきたいと思います。

　今年は、最高齢102歳の方が１名、次いで100歳の方が２名、
99歳の方が５名、その他米寿、喜寿、傘寿と総勢26名の方が式
典に参加されました。
　26 名の方のお祝いを盛大に執り行うことが出来、健やかにこ
の日を迎えられたこと、職員一同心よりお慶び申し上げます。
　演芸会では、地域わかば会の戸畑様による舞踊を始め、当園で
定期的に披露して頂いているフラダンス、毎年恒例の職員の出し
物、今年は「ソーラン節」を踊りました。演芸会の締めくくりは、
当園開設時から続く「おじいさん、おばあさんありがとう」を職
員５人で披露しました。

牟田壽惠子 様
北尾ミカヨ 様
戸田ノブ子 様
大神ミチ子 様

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/辻義勝様/フラモエ様/伊都フラワー
ガールズ様/青龍太鼓様/今津校区自治協議会の皆様/野の花富楽和様/第一野の花学園様/法音寺青年会福岡
支院様 /いやしのケアなごみ様 /ふれあい愛宕様 /糸島市女性の会様 /歴史の里様 /九州大学様 /クレヨン薬局
今津店様 /福岡市公民館 今津公民館様 /今宿病院様 /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/城島印刷様/九州医療サービス様/今津赤十字病院/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/日赤大寿園 家族の会

（順不同、法人名等略）

和田　満義 様
西　　政子 様
高木ヨシ子 様
山下　重美 様
上杉　澄江 様
原　幸三郎 様

木本美枝子 様
六車　蝶幸 様
青木美千子 様
梛野ツゞヱ 様
伊藤　瑞枝 様

石田　カヨコ 様
寺井　登志子 様
姫野　ミサコ 様

大寿園での
ひまわり
プロジェクト

８月２２日、九州北部豪雨復興
支援を目的に利用者４名と職
員５名で朝倉郡筑前町「みな
みの里」へ行ってきました。み
なみの里では、約4万本のひま
わりが植えられており、摘み取
り費用の売り上げの一部が義
援金にまわされるとのことで
した。そこで、当園でも、この
主旨に賛同し、利用者さんと現
地を訪問しました。

すでに見ごろを終えた状態になっていました
が、「みなみの里」の皆さんのご厚意で種を
購入させていただく事になりました。しかも、
しばらく乾燥させた方が良い種が取れるとの
ことで約１ヶ月後に大寿園に送っていただき
ました。

その後、利用者の方と一緒に種を選別し、
小袋に数十粒ずつ分けていきました。

ふれあい祭り当日、募金箱を
設置し、募金していただいた
方にひまわりの種の入った小
袋を配りました。

　この度、ふれあい祭り会場にて九州北部豪雨災害への募
金活動にご協力いただきありがとうございました。今後も
大寿園では九州北部豪雨災害への募金活動を継続してま
いりますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。

　被災地の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げ
ます。

2017

ふれあい祭りふれあい祭り地域交流

中川 ユク 様（102 歳） 大江 アキヨ 様（100歳） 竹内 ヤヱ 様（100歳） 阿世知 イソ 様（99歳）

伊藤 利子 様（99歳） 牧園 トモ子 様（99歳） 平山 春子 様（99歳） 中山 メグミ 様（99歳）

米寿

賀寿一覧

喜寿

「日赤大寿園地域交流ふれあい祭り」へご協力をいただいた皆さま「日赤大寿園地域交流ふれあい祭り」へご協力をいただいた皆さま
皆さまのおかげでお祭りを成功させることができました！ありがとうございました！皆さまのおかげでお祭りを成功させることができました！ありがとうございました！

九州北部豪雨災害義援金募金のお礼とご報告九州北部豪雨災害に係る被災地復興支援訪問 in 筑前町
現地訪問
STEP1

種の購入
STEP2

種の採取
STEP3

募金活動
STEP4

［ 百賀の祝い ］
 (100歳以上/大正6年3月31日以前)

［ 鶴寿 ］
 ( 大正6年4月1日～大正7年3月31日 )

［ 鶴寿 ］
 ( 大正6年4月1日～大正7年3月31日 )

［ 白寿 ］
 ( 大正7年4月1日～大正8年3月31日 )

［ 白寿 ］
 ( 大正7年4月1日～大正8年3月31日 )

［ 白寿 ］
 ( 大正7年4月1日～大正8年3月31日 )

［ 白寿 ］
 ( 大正7年4月1日～大正8年3月31日 )

［ 白寿 ］
 ( 大正7年4月1日～大正8年3月31日 )

日時：平成 29年９月 18日月
場所：大寿園　３F会議室

昭和4年4月1日
 ～ 

昭和5年3月31日

昭和15年4月1日
 ～ 

昭和16年3月31日

今年は会場もグレードアップして、

例年以上の盛り上がりとなりました。

子供たちに大人気のキッズコーナー。たくさんの子供たちで賑わいました。

フードコーナーは今年も大盛況！

完売続出でした。

来年の大寿園は

でいっぱいにひまわり
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小袋に数十粒ずつ分けていきました。

ふれあい祭り当日、募金箱を
設置し、募金していただいた
方にひまわりの種の入った小
袋を配りました。

　この度、ふれあい祭り会場にて九州北部豪雨災害への募
金活動にご協力いただきありがとうございました。今後も
大寿園では九州北部豪雨災害への募金活動を継続してま
いりますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。

　被災地の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げ
ます。

2017

ふれあい祭りふれあい祭り地域交流

中川 ユク 様（102 歳） 大江 アキヨ 様（100歳） 竹内 ヤヱ 様（100歳） 阿世知 イソ 様（99歳）

伊藤 利子 様（99歳） 牧園 トモ子 様（99歳） 平山 春子 様（99歳） 中山 メグミ 様（99歳）

米寿

賀寿一覧

喜寿

「日赤大寿園地域交流ふれあい祭り」へご協力をいただいた皆さま「日赤大寿園地域交流ふれあい祭り」へご協力をいただいた皆さま
皆さまのおかげでお祭りを成功させることができました！ありがとうございました！皆さまのおかげでお祭りを成功させることができました！ありがとうございました！

九州北部豪雨災害義援金募金のお礼とご報告九州北部豪雨災害に係る被災地復興支援訪問 in 筑前町
現地訪問
STEP1

種の購入
STEP2

種の採取
STEP3

募金活動
STEP4

［ 百賀の祝い ］
 (100歳以上/大正6年3月31日以前)

［ 鶴寿 ］
 ( 大正6年4月1日～大正7年3月31日 )

［ 鶴寿 ］
 ( 大正6年4月1日～大正7年3月31日 )

［ 白寿 ］
 ( 大正7年4月1日～大正8年3月31日 )
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［ 白寿 ］
 ( 大正7年4月1日～大正8年3月31日 )

日時：平成 29年９月 18日月
場所：大寿園　３F会議室

昭和4年4月1日
 ～ 

昭和5年3月31日

昭和15年4月1日
 ～ 

昭和16年3月31日

今年は会場もグレードアップして、

例年以上の盛り上がりとなりました。

子供たちに大人気のキッズコーナー。たくさんの子供たちで賑わいました。

フードコーナーは今年も大盛況！

完売続出でした。

来年の大寿園は

でいっぱいにひまわり
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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

『敬老の日』に毎年行われている『大
寿の集い』が今年も華やかに行なわ
れました。昼食前の時間を借りて、
施設長の挨拶から大寿園職員によ
る「ソーラン節」「舞踊」が披露され、
参加して頂いた利用者の皆様も楽
しまれていました。今年「年祝い」を
迎えられる皆様には細やかではあ
りますが、感謝状と記念品を贈呈さ
せて頂きました。これからも長生き
されて下さいね！！

秋の魚と言えば「秋刀魚（さんま）」！今年も園庭で炭
火焼きの秋刀魚を頂きました。
焼いている最中も脂が落ちて香ばしい臭いが園内外
に広がることで、食欲が増し、少し焦げ目がついた秋
刀魚は最高の味わいでした。
15時のおやつは秋刀魚・・・ではなく、たい焼きで魚
三昧の満足満足の１日でした。

　今年のふれあい祭りも天候が気がかり

でしたが、雨も降らずに無事に開催する

ことができました。ご家族様や地域の皆

様方のご協力のもと行えましたことを園

長はじめ職員一同、大変感謝しておりま

す。来年は今年以上の盛り上がりをみせ

たいと思っております。

　立冬も過ぎ、暦の上では冬、朝晩と冷

え込む日が続いています。これから一層

寒さが厳しくなりますので、健康に気を

つけてお過ごし下さい。　　　　（南里）

ご面会の皆様へ
　冬が近づき、風のある日は寒さ
が身にしむようになりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
当園では11月のインフルエンザ
の予防接種の開始とともに、感染症対策が始まる時期になってまいり
ました。対策期間中は手洗い、うがい、マスクの着用、また、食品の差し
入れや、体調不良の方のご面会についてお断りさせていただくことが
ございますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。詳しく
は玄関や各フロアの掲示物をご確認ください。

新職員紹介

7月～9月

ボ
ラ
ン
テ
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ア

来
園
簿

大寿の
　集い
大寿の
　集い

平成29年7月31日付
　神田ゆかり　（介護課 コスモス棟 嘱託介護職員）
　尾田　　巧　（介護課 デイサービス パート業務職員）
平成29年8月31日付
　内田　将俊　（介護課 すみれ棟 嘱託介護職員）
　江頭由美子　（介護課 デイサービス パート看護師）

平成29年8月19日付
　池田　栄美　（介護課 コスモス棟 介護職員）

平成29年9月19日付
　緒方　会美　（介護課 デイサービス 介護職員）

お
誕
生
日

 
お
め
で
と
う

  
ご
ざ
い
ま
す

◆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）
•片渕静子様（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）
•中田栄子様（歌でふれあい）
•南 嘉子様（食事介助等）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•柏木幸子様（傾聴・読み聞かせ）
•男女共同参画の会女性の会浜崎支所様（行事手伝い）
•太郎保育園様（お遊戯会）
•水崎ちづる様（行事手伝い）

木本美枝子さん 88歳
瀬戸フクヱさん 81歳
竹上　フユさん 94歳
津田小夜子さん 83歳
德永　勝実さん 93歳
長田美代子さん 75歳
原　幸三郎さん 88歳
町田キミ子さん 94歳
松尾アサ子さん 90歳
山方トミ子さん 96歳
米丸アヤ子さん 93歳

今泉　鏡子さん 86歳
江嶋　保惠さん 84歳
大江アキヨさん 100歳
大串アイ子さん 96歳
末松フサエさん 91歳
成冨　久子さん 90歳
姫野ミサコさん 77歳
松本ナホミさん 84歳
峯　　洋子さん 75歳
山下　重美さん 88歳

青木美千子さん 88歳
上杉　澄江さん 88歳
植田　満子さん 95歳
川原　シメさん 95歳

矢野　公子さん 81歳

青沼　道久さん 81歳
板谷ミナトさん 98歳
小田百合子さん 92歳
久保タツ子さん 89歳
駒井　和子さん 90歳
佐伯恵美子さん 90歳
鶴山　萬平さん 78歳
牧園トモ子さん 99歳
和田サチ子さん 80歳

與　　耕作さん 78歳
一木ノブ子さん 86歳

安部　房子さん 81歳
粟山　勇夫さん 76歳
池田　　魁さん 97歳
石田　ヤスさん 91歳
今井アサオさん 93歳
小金丸　覓さん 78歳
宗　　ヒデさん 97歳
宗　　道子さん 92歳
豊田ヨシ子さん 79歳
西　　政子さん 88歳
平田エイ子さん 91歳
松尾　芳栄さん 96歳
水﨑ヨウコさん 91歳
村田　元吉さん 85歳

復興支援ドライブ「みなみの里」にて

退 

職

育
休
育
休
復
帰

松原 秀樹
介護課 コスモス棟 介護長 
 （日本赤十字社総合福祉センター　サービス第三係長より）

【平成29年10月1日付】

①：酉年 ②：Ｏ型 ③：スポーツ観戦 
④：不言実行
◆6年ぶりの福岡、とても懐かしいです。少
しでも入園者の皆様が穏やかな生活が送
れますように一生懸命がんばります。

転入

日髙 孝子
介護課 デイサービス 嘱託介護職員

【平成29年7月1日付】

①：巳年 ②：A型 
③：布団にはいったら、5秒で寝る 
④：失敗は成功のもと
◆一生懸命頑張ります。よろしくお願いし
ます。

採用

松原　恵
事務課 生活相談係 生活相談員 
 （日本赤十字社総合福祉センター 生活相談員より）

【平成29年10月1日付】

①：申年 ②：Ｏ型 ③：自身のメンテナンス 
④：有言実行
◆6年ぶりに戻ってまいりました。山あり
谷あり乗り越えていきたいと思います。今
後ともどうぞよろしくお願い致します。

転入

木龍 光枝
介護課 臨時業務職員

【平成29年7月1日付】

①：丑年 ②：A型 ③：映画鑑賞 
④：一致団結
◆真面目にこつこつと頑張ります。

採用

柴田 裕史
介護課 デイサービス 嘱託介護職員

【平成29年7月1日付】

①：巳年 ②：O型 ③：音楽鑑賞、レコードコ
レクター  ④：一期一会
◆笑顔で利用者様と会話し、思いやりを
持って介護していきます。一生懸命頑張り
ますので、よろしくお願いします。

採用

西村 洋子
介護課 デイサービス パート看護師

【平成29年9月1日付】

①：卯年 ②：AB型 ③：楽しみの一つで週に
２回リズム体操をしている ④：幸福だから
笑うのではない。笑うから幸福なのだ。
◆目配り、気配り、思いやりを持って、寄り
そった看護をしていきたいと思います。

採用

鬼尾 清美
介護課 デイサービス パート業務職員

【平成29年10月1日付】

①：卯年 ②：A型 ③：野球観戦、ゴルフ 
④：一生懸命
◆介護補助の仕事は初めての事で１日でも
早く戦力になれるように頑張りたいと思
います。

採用

焼き
さんまの
会
焼き
さんまの
会
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参加して頂いた利用者の皆様も楽
しまれていました。今年「年祝い」を
迎えられる皆様には細やかではあ
りますが、感謝状と記念品を贈呈さ
せて頂きました。これからも長生き
されて下さいね！！

秋の魚と言えば「秋刀魚（さんま）」！今年も園庭で炭
火焼きの秋刀魚を頂きました。
焼いている最中も脂が落ちて香ばしい臭いが園内外
に広がることで、食欲が増し、少し焦げ目がついた秋
刀魚は最高の味わいでした。
15時のおやつは秋刀魚・・・ではなく、たい焼きで魚
三昧の満足満足の１日でした。

　今年のふれあい祭りも天候が気がかり

でしたが、雨も降らずに無事に開催する

ことができました。ご家族様や地域の皆

様方のご協力のもと行えましたことを園

長はじめ職員一同、大変感謝しておりま

す。来年は今年以上の盛り上がりをみせ

たいと思っております。

　立冬も過ぎ、暦の上では冬、朝晩と冷

え込む日が続いています。これから一層

寒さが厳しくなりますので、健康に気を

つけてお過ごし下さい。　　　　（南里）

ご面会の皆様へ
　冬が近づき、風のある日は寒さ
が身にしむようになりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
当園では11月のインフルエンザ
の予防接種の開始とともに、感染症対策が始まる時期になってまいり
ました。対策期間中は手洗い、うがい、マスクの着用、また、食品の差し
入れや、体調不良の方のご面会についてお断りさせていただくことが
ございますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。詳しく
は玄関や各フロアの掲示物をご確認ください。

新職員紹介
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平成29年7月31日付
　神田ゆかり　（介護課 コスモス棟 嘱託介護職員）
　尾田　　巧　（介護課 デイサービス パート業務職員）
平成29年8月31日付
　内田　将俊　（介護課 すみれ棟 嘱託介護職員）
　江頭由美子　（介護課 デイサービス パート看護師）

平成29年8月19日付
　池田　栄美　（介護課 コスモス棟 介護職員）

平成29年9月19日付
　緒方　会美　（介護課 デイサービス 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）
•片渕静子様（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）
•中田栄子様（歌でふれあい）
•南 嘉子様（食事介助等）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•柏木幸子様（傾聴・読み聞かせ）
•男女共同参画の会女性の会浜崎支所様（行事手伝い）
•太郎保育園様（お遊戯会）
•水崎ちづる様（行事手伝い）

木本美枝子さん 88歳
瀬戸フクヱさん 81歳
竹上　フユさん 94歳
津田小夜子さん 83歳
德永　勝実さん 93歳
長田美代子さん 75歳
原　幸三郎さん 88歳
町田キミ子さん 94歳
松尾アサ子さん 90歳
山方トミ子さん 96歳
米丸アヤ子さん 93歳

今泉　鏡子さん 86歳
江嶋　保惠さん 84歳
大江アキヨさん 100歳
大串アイ子さん 96歳
末松フサエさん 91歳
成冨　久子さん 90歳
姫野ミサコさん 77歳
松本ナホミさん 84歳
峯　　洋子さん 75歳
山下　重美さん 88歳

青木美千子さん 88歳
上杉　澄江さん 88歳
植田　満子さん 95歳
川原　シメさん 95歳

矢野　公子さん 81歳

青沼　道久さん 81歳
板谷ミナトさん 98歳
小田百合子さん 92歳
久保タツ子さん 89歳
駒井　和子さん 90歳
佐伯恵美子さん 90歳
鶴山　萬平さん 78歳
牧園トモ子さん 99歳
和田サチ子さん 80歳

與　　耕作さん 78歳
一木ノブ子さん 86歳

安部　房子さん 81歳
粟山　勇夫さん 76歳
池田　　魁さん 97歳
石田　ヤスさん 91歳
今井アサオさん 93歳
小金丸　覓さん 78歳
宗　　ヒデさん 97歳
宗　　道子さん 92歳
豊田ヨシ子さん 79歳
西　　政子さん 88歳
平田エイ子さん 91歳
松尾　芳栄さん 96歳
水﨑ヨウコさん 91歳
村田　元吉さん 85歳

復興支援ドライブ「みなみの里」にて
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松原 秀樹
介護課 コスモス棟 介護長 
 （日本赤十字社総合福祉センター　サービス第三係長より）

【平成29年10月1日付】

①：酉年 ②：Ｏ型 ③：スポーツ観戦 
④：不言実行
◆6年ぶりの福岡、とても懐かしいです。少
しでも入園者の皆様が穏やかな生活が送
れますように一生懸命がんばります。

転入

日髙 孝子
介護課 デイサービス 嘱託介護職員

【平成29年7月1日付】

①：巳年 ②：A型 
③：布団にはいったら、5秒で寝る 
④：失敗は成功のもと
◆一生懸命頑張ります。よろしくお願いし
ます。

採用

松原　恵
事務課 生活相談係 生活相談員 
 （日本赤十字社総合福祉センター 生活相談員より）

【平成29年10月1日付】

①：申年 ②：Ｏ型 ③：自身のメンテナンス 
④：有言実行
◆6年ぶりに戻ってまいりました。山あり
谷あり乗り越えていきたいと思います。今
後ともどうぞよろしくお願い致します。

転入

木龍 光枝
介護課 臨時業務職員

【平成29年7月1日付】

①：丑年 ②：A型 ③：映画鑑賞 
④：一致団結
◆真面目にこつこつと頑張ります。

採用

柴田 裕史
介護課 デイサービス 嘱託介護職員

【平成29年7月1日付】

①：巳年 ②：O型 ③：音楽鑑賞、レコードコ
レクター  ④：一期一会
◆笑顔で利用者様と会話し、思いやりを
持って介護していきます。一生懸命頑張り
ますので、よろしくお願いします。

採用

西村 洋子
介護課 デイサービス パート看護師

【平成29年9月1日付】

①：卯年 ②：AB型 ③：楽しみの一つで週に
２回リズム体操をしている ④：幸福だから
笑うのではない。笑うから幸福なのだ。
◆目配り、気配り、思いやりを持って、寄り
そった看護をしていきたいと思います。

採用

鬼尾 清美
介護課 デイサービス パート業務職員

【平成29年10月1日付】

①：卯年 ②：A型 ③：野球観戦、ゴルフ 
④：一生懸命
◆介護補助の仕事は初めての事で１日でも
早く戦力になれるように頑張りたいと思
います。

採用
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