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ジメジメとした梅雨が訪れ、汗をかいて水分を失いやすい時期がやってきます。

私たちのカラダにはたくさんの水分が含まれており、尿や汗、呼吸などから失

われていきます。

カラダの水分や電解質が失われ、不足した状態を「脱水症」と言います。

脱水症のやっかいなところは、症状が出にくい点です。本人や周りの人が気付か

ない間に脱水症になりかけていることもあります。

一般的に高齢者の体水分量は体重の50％程度と言われており、そのうち１％程

度の水分が失われるだけで脱水が始まることになります。

（例えば、体重50㎏の方の場合は、たったの250ml。500mlペットボトルの半分

量で脱水の始まり！）

当園では、日常生活のタイミングで定期的に水分の補給を行っております。

しかし、嗜好や嚥下障害のある方、認知症などの問題で水分摂取が進まない方

には、ゼリーや、形状を変えたりする方法で予防に努めております。

これから、厳しい暑さが続きますので、毎日の食事やこまめな水分補給に気を

使いながら、暑い夏を乗り切りましょう。

ゼリーは水分を固めたものな

ので、いわば食べる水分です

皆さまの声をお聞かせください
　大寿園では、1階に園長への直

行便と題して「意見箱」を設置し

ております。 お寄せいただきまし

た貴重なご意見は、今後の施設運

営の参考にさせていただいてお

ります。 皆さまにご満足いただけ

るより良い施設を目指して参りま

すのでご提案やご要望など、どの

ような内容でも構いませんので、

ご意見をお待ちしております。
●貴重なご意見をいただきありがとうござ
いました。面会用のスリッパを全て新品に
交換いたしました。

面会用のスリッパを少しずつでも新品と
交換してほしい。

人 事 だ よ り

①干支　②血液型　③趣味・特技　④座右の銘

新職員紹介

永井 千治
医務課 医務課長 （兼）看護係長 （兼）機能訓練係長 
 （今津赤十字病院 看護師長より）

【平成30年4月1日付】

①：辰年 ②：B型 ③：ロングドライブ 
④：転ばぬ先の杖

就任のあいさつ
　この度、４月の人事異動で「今津赤十字病院」より転院し、医務課長（師長）
を拝命いたしました。
　特養は病院と違い、日常生活を“見守る”ことはメインの看護になります。
　主な役割は利用者様の健康管理となりますが、高齢者の方の日々の健康
状態を把握し、何かいつもと違うと感じた時に医療機関と協力して適切な
処置を行うことが重要な役割と考えます。そのためには日頃より、ゆっくり
と時間をかけて利用者様と向き合いながら、異常があっても自覚がなかっ
たり、訴えることができない方々のニーズを把握し、介護スタッフや園内の
多くのスタッフと密に連携を取りながら、利用者の皆様に対し、安心で安全
な生活環境を提供できるよう努めてまいります。
　特養での経験は初めてですが、病院勤務での経験を活かし、また、赤十字
の理念のもとに心のこもった看護提供を実践できるよう努力を重ねてまい
りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

福田 成秀
事務課 事務課長 
 （日本赤十字社福岡県支部 組織振興課 振興係長より）

【平成30年4月1日付】

①：丑年 ②：B型 ③：釣り ④：塞翁が馬
「ふれあい」を大切に一生懸命頑張ります。よろしくお願
いします。

転入・昇任

転 入

宮崎　亮輔
コスモス棟 嘱託介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：丑年 ②：A型 ③：バイク、ツーリング ④：Never give 
up
至らぬ点もありますが、よろしく願いします。

採 用

吉永　亜佐子
事務課 庶務係長 （兼）経理係長 
 （福岡赤十字病院 会計課 主事より）

【平成30年4月1日付】

①：亥年 ②：A型 ③：旅行 ④：日日是好日
よろしくお願いします。

転入・昇任

彼杵　春美
コスモス棟 臨時介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：辰年 ②：A型 ③：映画鑑賞、音楽鑑賞 ④：一期一会
一生懸命頑張りますので、よろしくお願いたします。

採 用

飯田　晋平
事務課 主事 
 （日本赤十字社福岡県支部 事業課 主事より）

【平成30年4月1日付】

①：午年 ②：B型 ③：映画 ④：虎穴に入らずんば虎子を得ず
初めての経理で、ご迷惑をおかけするかと思いますが、明るく楽しくを
モットーに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

転 入

加茂　由美
デイサービス 臨時介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：戌年 ②：A型 ③：料理、お菓子作り ④：人事を尽くして天命を待つ
皆さまと一緒に過ごせる時間が楽しくなるように頑張っ
ていきたいと思います。

採 用

松原　杏莉
すみれ棟 介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：寅年 ②：B型 ③：音楽を聴く事 ④：Never give up
　新社会人として、また介護福祉士としても、まだまだ未熟
ですが一生懸命頑張りますので、よろしくお願いたします。

採 用

●配置換 （平成30年4月1日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　坂本　裕一 （施設介護係長 （兼）通所介護係長）
 →（施設介護係長（兼）居宅介護支援係長）

　　中村　薫夫 （居宅介護支援係長）
 →（通所介護係長）

●転 出 （平成30年4月1日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　柿添　博之 （福岡赤十字病院へ）
　　富久　　静 （福岡県赤十字血液センターへ）
●定年退職 (平成30年3月31日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　木戸　達夫 （園長）
●退 職 (平成30年3月31日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　上村みどり （医務課　医務課長）
　　田中　保弘 （介護課 コスモス棟 臨時介護職員)
　　鶴田　脩平 （介護課 コスモス棟 嘱託介護職員)
　　吉村かな江 （介護課 ひまわり棟 臨時介護職員)
　　一色　国広 （介護課 デイサービス パート業務員)
●退 職 (平成30年4月30日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　原田　美和 （介護課 デイサービス 嘱託介護職員)
●退 職 (平成30年5月31日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　岩佐奈々子 （介護課 ひまわり棟 介護職員）
●育休復帰 （平成30年4月24日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　山田　瑞歩 （ひまわり棟 介護職員）

和田　満義さん 89歳
吉原　久子さん 88歳
三島トキワさん 95歳
田浦　艶子さん 90歳
池田ハツヱさん 95歳
中島カヨノさん 98歳
岩隈　直美さん 90歳
天野　サヨさん 92歳
早川　久代さん 83歳

鯉川　　省さん 82歳
吉田　綾子さん 88歳
松隈　輝子さん 90歳
増本虎六郎さん 92歳
森本　　正さん 71歳
中田カツヨさん 98歳
石田　　尚さん 81歳
大神ミチ子さん 89歳

寺井登志子さん 78歳

茅嶋　千振さん 80歳
谷　美智子さん 66歳
高杢　俔子さん 91歳
森友ヤヨイさん 90歳
南　　早美さん 85歳
佐野ハルエさん 97歳

德永　幸子さん 87歳
花田　　健さん 88歳
柴田　邦子さん 97歳

石田　文子さん 93歳
伊藤　利子さん 100歳
戸田ノブ子さん 89歳
三苫　道子さん 93歳
白橋　琴美さん 98歳
井上キヌコさん 90歳
天本　吹子さん 94歳

髙﨑　和子さん 85歳
杉野　正登さん 81歳
山口木綿葉さん 93歳
谷川　ナカさん 95歳
北尾ミカヨさん 89歳
谷口　夏美さん 84歳

６月生まれ ７月生まれ

８月生まれ

９月生まれ

お誕生日
 おめでとうございます

【ご家族さまへ】

　そろそろ、衣替えの季節です。
　衣類の入れ換えをご持参いただく場合
は、氏名を「大きく、はっきり」と書いて
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。

　昨年8月に九州北部豪雨の復興支援として、筑
前町「みなみの里」を訪れ、ひまわりの種を購入
いたしました。先日、ボランティアの方々のご協
力のもと、玄関横や中庭に種まきを行いました。
天気の良い日が続いたこともあり、すでに芽が
出始めております。夏の暑い時期には見ごろを
迎える予定です。楽しみにしていてください。

　（橋本）　　　

編集後記



　日頃より大寿園に対しまして、施設ご利用者の皆様をはじめ、ご家族の皆様にご支援とご協力をいた
だき心から感謝申し上げます。
　このたび、４月１日付で、木戸園長の後任として大寿園園長を拝命いたしました。身の引き締まる思い
とともに責任の重さを痛感しております。
　私は、昨年４月に事務課長として日本赤十字九州国際看護大学から転任して参りました。転任後は、
ご利用者様の皆様と職員との「ふれあい」を大切にしてきました。一方では、介護職の人材確保と定着
の難しさをひしひしと感じた１年間でもありました。今後も「ふれあい」を大切に、これまで以上に「活
気ある大寿園」になるよう努めてまいる所存です。
　さて当園は昭和５４年４月の開設以来３９年目を迎えることができました。
　これも偏に、ご利用者様をはじめ、ご家族様、家族の会ならびにボランティアの方々の暖かいご支援
の賜と深く感謝申し上げます。
　超少子高齢・人口急減時代にある今日、福祉事業環境は変化の連続ですが、福祉サービスの一層の充実に努め、これまでと同様
にご利用者様が健康で笑顔あふれる毎日を過ごしていただけるよう、お一人おひとりに寄り添った介護、そして地域に根ざした施
設づくりのために、微力ではありますが、努力してまいります。
　どうか、これまでと変わらないご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

髙木光義新園長挨
拶

サークル紹介 　大寿園では、利用者が楽しく潤いのある生活を送ることができるように、多種多様なサークル活
動を実施しています。脳の活性化や身体機能の低下の予防を目的に活気がありながらも穏やかな
日々を暮らして頂けるように配慮しております。また、外部からボランティアの方を招いたり、利用者
同士の関係を深めたりと社会交流の場としても活用しております。

　歌を歌う事が好きな方。他の人が歌っているのを聴くのが好きな
方、他の方の歌に合わせ手拍子を打ちながら盛り上げて下さる方な
ど、さまざまな方が参加され、毎週楽しく過ごされています。また、普
段会う事が少ない利用者様の交流の場ともなっています。
　「歌うのは好きじゃないのよ」と言われた方でも、ご自分の好きな歌
手の曲がかかった時には歌詞を口ずさむなど毎回楽しく過ごして頂
いています。

　生け花をされていた方や、お
花が好きな方が各棟から参加
され、季節に合ったお花を手に
楽しまれています。
　生け花を若い頃にされてい
た方が多く、一緒に参加してい
る職員が利用者様から花の生
け方を教えていただくことも
あります。
　毎回、生け花の先生がボラン
ティアで来てくださり、丁寧に
花の生け方を教えていただけ
るので、今まで生け花の経験が
無い方でも楽しく参加されてい
ます。
　サークルで生けたお花は毎
月玄関やホールに飾っておりま
すので、園に来られた時はぜひ
ご覧ください。

　ボランティアの方に来園していただき、脳の
活性化のため、計算や漢字の問題を解いていた
だいています。毎回、新しく出題される問題に、
「あ～わからんな～」「難しいなぁ～」と悪戦苦
闘しながらも、集中して取り組まれています。一
度、波に乗ると早い早い、職員が驚くほど、早く
答えを記入される入園者もおられます。しかし、
真剣に取り組まれているためか、問題を解き終
わると、皆さんぐったりです。

　毎回書道の先生が来てくださり、季節に応じ
たお手本をもとに丁寧に指導して下さいます。
最初は文字を書くことを戸惑っていた方でも、
いざ筆を握ると「何を書こうかな」とお手本を
見ながら１文字ずつ一生懸命取り組まれてい
ます。
　書き終わった作品を見て、「納得がいかない

からもう一枚」とご自分から筆を握る方もおられます。
　力強く、綺麗な文字を書く方が多く、毎回書道の先生
からも「こんなにかけることは素晴らしいとおもいま
す」とのお言葉をいただいております。
　完成した作品は１階のホールや各棟に掲示していま
すので、ぜひご覧ください。

生け花サークル
第2、第4水曜日（月2回）

脳トレサークル
不定期　ひまわり

棟

カラオケサークル
毎週火曜日  ひまわり棟食堂

書道サークル
月1回　第1水曜日

◆大寿園赤十字奉仕団「むくの木」の皆さん
•庄野まり子様（お誕生日者のメイク）
•渡久池節子様（脳トレ）
•南嘉子様（脳トレ）
•斎田カズ子様（習字）
•向田敬子様（習字）
•廣田久美子様（習字）
•華冠グループ様（ヘアカット・ネイル）
•歌楽歌楽合唱団様（歌でふれあい）
•苗村末美様（生け花）
•片渕静子様（生け花）

•中田栄子様（歌でふれあい）
•赤十字奉仕団「なごみ」様（マッサージ）
•ふれあい愛宕様
　（縫い物、洗濯物のたたみ物、利用者との交流）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•柏木幸子様（傾聴・読み聞かせ）
•フラモエ様（ダンス）
•太郎保育園様（お遊戯会）
•今津ボランティアなぎさ様
•法音寺ボランティア様（外周・車椅子清掃）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
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　特養の職員によるお内裏様とお雛様、謎の金髪
巫女さんの訪問がありました！
　サプライズでの訪問だったためか利用者の皆さ
んからは驚きと歓喜さらには笑いがおこりました。
　短い時間だったのですが、握手や記念撮影などを
行い和んだ一時となりました。
　また、来年もお待ちしています。

　園芸活動の一環としてマルチプランターに野菜苗を
植えました。
　スタッフより皆さんの方が手際よく植えて下さり、
綺麗に植えることができました。
　苗の成長は定期的に「園芸便り」として、皆さんの
テーブル上に写真と記録を置いていきますので
確認をお願いしますね。
　収穫した野菜は美味しいだろうなぁ～

　今年の春も園庭にキレイな桜の花が満開となりました。
　帰りの車中から見た誓願寺や今津運動公園の桜の花も
キレイでしたが、やはり園の花が一番！。
　風が吹いていて少し肌寒かったですが、
今年も記念撮影ができました。
　ついでに博多湾をバックにパシャリ！！

雛祭り

花見

苗植え

行 事 紹 介行 事 紹 介

ショッピング

プランター菜園

ドライブ

　伊都イオンにショッピングに出掛けま
した。当日は爽やかな晴天でまさに買い
物日和！
　買い物リストを作って、楽しみしていた
利用者も方もおられ、お目当ての物を次
から次へとカゴへ。
　アイスクリームや服などを
選んでいる表情は真剣その
ものでした。
　皆さん、ご家族やボラン
ティアの方と一緒に楽しむこ
とができ、大満足のご様子で
した。

　去年に引き続き、今年もすみれ棟のベ
ランダでプランター菜園を行いました。
今年は、昨年のスイカ、ピーマン、なすび
などに加え、パクチーやバジル、メロンに
も挑戦！皆さん慣れた手つきで種まき、苗
植え等の作業をされ、「大きく育つよう
に」と願いを込めて手を合わせる方もお
られました。
　これから徐々に育っていく野
菜をみて楽しんで頂けたら
と思っています。

　当日は天気が悪く雨を心配しました
が、皆さんの「外出したい！」という気持ち
が通じたのか雨も降らず無事にドライブ
へ行くことができました。
　午前は二見ヶ浦に行き、海や夫婦岩な
どきれいな景色を眺めて「きれいかね
～」と感動されていました。
　午後は櫻井神社へお参りにいき、「近所
やったけん懐かしかね
～」と昔を思い出して
いただきました。

ボランティア
募集

大寿園では、ボランティア団体「むくの木」を結成しております。サークル活動や季節行事の
お手伝いなどボランティア活動に興味のある方はお気軽にご連絡ください！

昇 任

 （平成30年4月1日付）



　日頃より大寿園に対しまして、施設ご利用者の皆様をはじめ、ご家族の皆様にご支援とご協力をいた
だき心から感謝申し上げます。
　このたび、４月１日付で、木戸園長の後任として大寿園園長を拝命いたしました。身の引き締まる思い
とともに責任の重さを痛感しております。
　私は、昨年４月に事務課長として日本赤十字九州国際看護大学から転任して参りました。転任後は、
ご利用者様の皆様と職員との「ふれあい」を大切にしてきました。一方では、介護職の人材確保と定着
の難しさをひしひしと感じた１年間でもありました。今後も「ふれあい」を大切に、これまで以上に「活
気ある大寿園」になるよう努めてまいる所存です。
　さて当園は昭和５４年４月の開設以来３９年目を迎えることができました。
　これも偏に、ご利用者様をはじめ、ご家族様、家族の会ならびにボランティアの方々の暖かいご支援
の賜と深く感謝申し上げます。
　超少子高齢・人口急減時代にある今日、福祉事業環境は変化の連続ですが、福祉サービスの一層の充実に努め、これまでと同様
にご利用者様が健康で笑顔あふれる毎日を過ごしていただけるよう、お一人おひとりに寄り添った介護、そして地域に根ざした施
設づくりのために、微力ではありますが、努力してまいります。
　どうか、これまでと変わらないご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

髙木光義新園長挨
拶

サークル紹介 　大寿園では、利用者が楽しく潤いのある生活を送ることができるように、多種多様なサークル活
動を実施しています。脳の活性化や身体機能の低下の予防を目的に活気がありながらも穏やかな
日々を暮らして頂けるように配慮しております。また、外部からボランティアの方を招いたり、利用者
同士の関係を深めたりと社会交流の場としても活用しております。

　歌を歌う事が好きな方。他の人が歌っているのを聴くのが好きな
方、他の方の歌に合わせ手拍子を打ちながら盛り上げて下さる方な
ど、さまざまな方が参加され、毎週楽しく過ごされています。また、普
段会う事が少ない利用者様の交流の場ともなっています。
　「歌うのは好きじゃないのよ」と言われた方でも、ご自分の好きな歌
手の曲がかかった時には歌詞を口ずさむなど毎回楽しく過ごして頂
いています。

　生け花をされていた方や、お
花が好きな方が各棟から参加
され、季節に合ったお花を手に
楽しまれています。
　生け花を若い頃にされてい
た方が多く、一緒に参加してい
る職員が利用者様から花の生
け方を教えていただくことも
あります。
　毎回、生け花の先生がボラン
ティアで来てくださり、丁寧に
花の生け方を教えていただけ
るので、今まで生け花の経験が
無い方でも楽しく参加されてい
ます。
　サークルで生けたお花は毎
月玄関やホールに飾っておりま
すので、園に来られた時はぜひ
ご覧ください。

　ボランティアの方に来園していただき、脳の
活性化のため、計算や漢字の問題を解いていた
だいています。毎回、新しく出題される問題に、
「あ～わからんな～」「難しいなぁ～」と悪戦苦
闘しながらも、集中して取り組まれています。一
度、波に乗ると早い早い、職員が驚くほど、早く
答えを記入される入園者もおられます。しかし、
真剣に取り組まれているためか、問題を解き終
わると、皆さんぐったりです。

　毎回書道の先生が来てくださり、季節に応じ
たお手本をもとに丁寧に指導して下さいます。
最初は文字を書くことを戸惑っていた方でも、
いざ筆を握ると「何を書こうかな」とお手本を
見ながら１文字ずつ一生懸命取り組まれてい
ます。
　書き終わった作品を見て、「納得がいかない

からもう一枚」とご自分から筆を握る方もおられます。
　力強く、綺麗な文字を書く方が多く、毎回書道の先生
からも「こんなにかけることは素晴らしいとおもいま
す」とのお言葉をいただいております。
　完成した作品は１階のホールや各棟に掲示していま
すので、ぜひご覧ください。

生け花サークル
第2、第4水曜日（月2回）

脳トレサークル
不定期　ひまわり

棟

カラオケサークル
毎週火曜日  ひまわり棟食堂

書道サークル
月1回　第1水曜日

◆大寿園赤十字奉仕団「むくの木」の皆さん
•庄野まり子様（お誕生日者のメイク）
•渡久池節子様（脳トレ）
•南嘉子様（脳トレ）
•斎田カズ子様（習字）
•向田敬子様（習字）
•廣田久美子様（習字）
•華冠グループ様（ヘアカット・ネイル）
•歌楽歌楽合唱団様（歌でふれあい）
•苗村末美様（生け花）
•片渕静子様（生け花）

•中田栄子様（歌でふれあい）
•赤十字奉仕団「なごみ」様（マッサージ）
•ふれあい愛宕様
　（縫い物、洗濯物のたたみ物、利用者との交流）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•柏木幸子様（傾聴・読み聞かせ）
•フラモエ様（ダンス）
•太郎保育園様（お遊戯会）
•今津ボランティアなぎさ様
•法音寺ボランティア様（外周・車椅子清掃）
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　特養の職員によるお内裏様とお雛様、謎の金髪
巫女さんの訪問がありました！
　サプライズでの訪問だったためか利用者の皆さ
んからは驚きと歓喜さらには笑いがおこりました。
　短い時間だったのですが、握手や記念撮影などを
行い和んだ一時となりました。
　また、来年もお待ちしています。

　園芸活動の一環としてマルチプランターに野菜苗を
植えました。
　スタッフより皆さんの方が手際よく植えて下さり、
綺麗に植えることができました。
　苗の成長は定期的に「園芸便り」として、皆さんの
テーブル上に写真と記録を置いていきますので
確認をお願いしますね。
　収穫した野菜は美味しいだろうなぁ～

　今年の春も園庭にキレイな桜の花が満開となりました。
　帰りの車中から見た誓願寺や今津運動公園の桜の花も
キレイでしたが、やはり園の花が一番！。
　風が吹いていて少し肌寒かったですが、
今年も記念撮影ができました。
　ついでに博多湾をバックにパシャリ！！

雛祭り

花見

苗植え

行 事 紹 介行 事 紹 介

ショッピング

プランター菜園

ドライブ

　伊都イオンにショッピングに出掛けま
した。当日は爽やかな晴天でまさに買い
物日和！
　買い物リストを作って、楽しみしていた
利用者も方もおられ、お目当ての物を次
から次へとカゴへ。
　アイスクリームや服などを
選んでいる表情は真剣その
ものでした。
　皆さん、ご家族やボラン
ティアの方と一緒に楽しむこ
とができ、大満足のご様子で
した。

　去年に引き続き、今年もすみれ棟のベ
ランダでプランター菜園を行いました。
今年は、昨年のスイカ、ピーマン、なすび
などに加え、パクチーやバジル、メロンに
も挑戦！皆さん慣れた手つきで種まき、苗
植え等の作業をされ、「大きく育つよう
に」と願いを込めて手を合わせる方もお
られました。
　これから徐々に育っていく野
菜をみて楽しんで頂けたら
と思っています。

　当日は天気が悪く雨を心配しました
が、皆さんの「外出したい！」という気持ち
が通じたのか雨も降らず無事にドライブ
へ行くことができました。
　午前は二見ヶ浦に行き、海や夫婦岩な
どきれいな景色を眺めて「きれいかね
～」と感動されていました。
　午後は櫻井神社へお参りにいき、「近所
やったけん懐かしかね
～」と昔を思い出して
いただきました。

ボランティア
募集

大寿園では、ボランティア団体「むくの木」を結成しております。サークル活動や季節行事の
お手伝いなどボランティア活動に興味のある方はお気軽にご連絡ください！

昇 任

 （平成30年4月1日付）
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ジメジメとした梅雨が訪れ、汗をかいて水分を失いやすい時期がやってきます。

私たちのカラダにはたくさんの水分が含まれており、尿や汗、呼吸などから失

われていきます。

カラダの水分や電解質が失われ、不足した状態を「脱水症」と言います。

脱水症のやっかいなところは、症状が出にくい点です。本人や周りの人が気付か

ない間に脱水症になりかけていることもあります。

一般的に高齢者の体水分量は体重の50％程度と言われており、そのうち１％程

度の水分が失われるだけで脱水が始まることになります。

（例えば、体重50㎏の方の場合は、たったの250ml。500mlペットボトルの半分

量で脱水の始まり！）

当園では、日常生活のタイミングで定期的に水分の補給を行っております。

しかし、嗜好や嚥下障害のある方、認知症などの問題で水分摂取が進まない方

には、ゼリーや、形状を変えたりする方法で予防に努めております。

これから、厳しい暑さが続きますので、毎日の食事やこまめな水分補給に気を

使いながら、暑い夏を乗り切りましょう。

ゼリーは水分を固めたものな

ので、いわば食べる水分です

皆さまの声をお聞かせください
　大寿園では、1階に園長への直

行便と題して「意見箱」を設置し

ております。 お寄せいただきまし

た貴重なご意見は、今後の施設運

営の参考にさせていただいてお

ります。 皆さまにご満足いただけ

るより良い施設を目指して参りま

すのでご提案やご要望など、どの

ような内容でも構いませんので、

ご意見をお待ちしております。
●貴重なご意見をいただきありがとうござ
いました。面会用のスリッパを全て新品に
交換いたしました。

面会用のスリッパを少しずつでも新品と
交換してほしい。

人 事 だ よ り

①干支　②血液型　③趣味・特技　④座右の銘

新職員紹介

永井 千治
医務課 医務課長 （兼）看護係長 （兼）機能訓練係長 
 （今津赤十字病院 看護師長より）

【平成30年4月1日付】

①：辰年 ②：B型 ③：ロングドライブ 
④：転ばぬ先の杖

就任のあいさつ
　この度、４月の人事異動で「今津赤十字病院」より転院し、医務課長（師長）
を拝命いたしました。
　特養は病院と違い、日常生活を“見守る”ことはメインの看護になります。
　主な役割は利用者様の健康管理となりますが、高齢者の方の日々の健康
状態を把握し、何かいつもと違うと感じた時に医療機関と協力して適切な
処置を行うことが重要な役割と考えます。そのためには日頃より、ゆっくり
と時間をかけて利用者様と向き合いながら、異常があっても自覚がなかっ
たり、訴えることができない方々のニーズを把握し、介護スタッフや園内の
多くのスタッフと密に連携を取りながら、利用者の皆様に対し、安心で安全
な生活環境を提供できるよう努めてまいります。
　特養での経験は初めてですが、病院勤務での経験を活かし、また、赤十字
の理念のもとに心のこもった看護提供を実践できるよう努力を重ねてまい
りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

福田 成秀
事務課 事務課長 
 （日本赤十字社福岡県支部 組織振興課 振興係長より）

【平成30年4月1日付】

①：丑年 ②：B型 ③：釣り ④：塞翁が馬
「ふれあい」を大切に一生懸命頑張ります。よろしくお願
いします。

転入・昇任

転 入

宮崎　亮輔
コスモス棟 嘱託介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：丑年 ②：A型 ③：バイク、ツーリング ④：Never give 
up
至らぬ点もありますが、よろしく願いします。

採 用

吉永　亜佐子
事務課 庶務係長 （兼）経理係長 
 （福岡赤十字病院 会計課 主事より）

【平成30年4月1日付】

①：亥年 ②：A型 ③：旅行 ④：日日是好日
よろしくお願いします。

転入・昇任

彼杵　春美
コスモス棟 臨時介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：辰年 ②：A型 ③：映画鑑賞、音楽鑑賞 ④：一期一会
一生懸命頑張りますので、よろしくお願いたします。

採 用

飯田　晋平
事務課 主事 
 （日本赤十字社福岡県支部 事業課 主事より）

【平成30年4月1日付】

①：午年 ②：B型 ③：映画 ④：虎穴に入らずんば虎子を得ず
初めての経理で、ご迷惑をおかけするかと思いますが、明るく楽しくを
モットーに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

転 入

加茂　由美
デイサービス 臨時介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：戌年 ②：A型 ③：料理、お菓子作り ④：人事を尽くして天命を待つ
皆さまと一緒に過ごせる時間が楽しくなるように頑張っ
ていきたいと思います。

採 用

松原　杏莉
すみれ棟 介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：寅年 ②：B型 ③：音楽を聴く事 ④：Never give up
　新社会人として、また介護福祉士としても、まだまだ未熟
ですが一生懸命頑張りますので、よろしくお願いたします。

採 用

●配置換 （平成30年4月1日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　坂本　裕一 （施設介護係長 （兼）通所介護係長）
 →（施設介護係長（兼）居宅介護支援係長）

　　中村　薫夫 （居宅介護支援係長）
 →（通所介護係長）

●転 出 （平成30年4月1日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　柿添　博之 （福岡赤十字病院へ）
　　富久　　静 （福岡県赤十字血液センターへ）
●定年退職 (平成30年3月31日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　木戸　達夫 （園長）
●退 職 (平成30年3月31日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　上村みどり （医務課　医務課長）
　　田中　保弘 （介護課 コスモス棟 臨時介護職員)
　　鶴田　脩平 （介護課 コスモス棟 嘱託介護職員)
　　吉村かな江 （介護課 ひまわり棟 臨時介護職員)
　　一色　国広 （介護課 デイサービス パート業務員)
●退 職 (平成30年4月30日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　原田　美和 （介護課 デイサービス 嘱託介護職員)
●退 職 (平成30年5月31日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　岩佐奈々子 （介護課 ひまわり棟 介護職員）
●育休復帰 （平成30年4月24日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　山田　瑞歩 （ひまわり棟 介護職員）

和田　満義さん 89歳
吉原　久子さん 88歳
三島トキワさん 95歳
田浦　艶子さん 90歳
池田ハツヱさん 95歳
中島カヨノさん 98歳
岩隈　直美さん 90歳
天野　サヨさん 92歳
早川　久代さん 83歳

鯉川　　省さん 82歳
吉田　綾子さん 88歳
松隈　輝子さん 90歳
増本虎六郎さん 92歳
森本　　正さん 71歳
中田カツヨさん 98歳
石田　　尚さん 81歳
大神ミチ子さん 89歳

寺井登志子さん 78歳

茅嶋　千振さん 80歳
谷　美智子さん 66歳
高杢　俔子さん 91歳
森友ヤヨイさん 90歳
南　　早美さん 85歳
佐野ハルエさん 97歳

德永　幸子さん 87歳
花田　　健さん 88歳
柴田　邦子さん 97歳

石田　文子さん 93歳
伊藤　利子さん 100歳
戸田ノブ子さん 89歳
三苫　道子さん 93歳
白橋　琴美さん 98歳
井上キヌコさん 90歳
天本　吹子さん 94歳

髙﨑　和子さん 85歳
杉野　正登さん 81歳
山口木綿葉さん 93歳
谷川　ナカさん 95歳
北尾ミカヨさん 89歳
谷口　夏美さん 84歳

６月生まれ ７月生まれ

８月生まれ

９月生まれ

お誕生日
 おめでとうございます

【ご家族さまへ】

　そろそろ、衣替えの季節です。
　衣類の入れ換えをご持参いただく場合
は、氏名を「大きく、はっきり」と書いて
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。

　昨年8月に九州北部豪雨の復興支援として、筑
前町「みなみの里」を訪れ、ひまわりの種を購入
いたしました。先日、ボランティアの方々のご協
力のもと、玄関横や中庭に種まきを行いました。
天気の良い日が続いたこともあり、すでに芽が
出始めております。夏の暑い時期には見ごろを
迎える予定です。楽しみにしていてください。

　（橋本）　　　

編集後記
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営の参考にさせていただいてお

ります。 皆さまにご満足いただけ

るより良い施設を目指して参りま

すのでご提案やご要望など、どの

ような内容でも構いませんので、

ご意見をお待ちしております。
●貴重なご意見をいただきありがとうござ
いました。面会用のスリッパを全て新品に
交換いたしました。

面会用のスリッパを少しずつでも新品と
交換してほしい。
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①：辰年 ②：B型 ③：ロングドライブ 
④：転ばぬ先の杖

就任のあいさつ
　この度、４月の人事異動で「今津赤十字病院」より転院し、医務課長（師長）
を拝命いたしました。
　特養は病院と違い、日常生活を“見守る”ことはメインの看護になります。
　主な役割は利用者様の健康管理となりますが、高齢者の方の日々の健康
状態を把握し、何かいつもと違うと感じた時に医療機関と協力して適切な
処置を行うことが重要な役割と考えます。そのためには日頃より、ゆっくり
と時間をかけて利用者様と向き合いながら、異常があっても自覚がなかっ
たり、訴えることができない方々のニーズを把握し、介護スタッフや園内の
多くのスタッフと密に連携を取りながら、利用者の皆様に対し、安心で安全
な生活環境を提供できるよう努めてまいります。
　特養での経験は初めてですが、病院勤務での経験を活かし、また、赤十字
の理念のもとに心のこもった看護提供を実践できるよう努力を重ねてまい
りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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「ふれあい」を大切に一生懸命頑張ります。よろしくお願
いします。
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宮崎　亮輔
コスモス棟 嘱託介護職員 
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①：丑年 ②：A型 ③：バイク、ツーリング ④：Never give 
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至らぬ点もありますが、よろしく願いします。
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吉永　亜佐子
事務課 庶務係長 （兼）経理係長 
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①：亥年 ②：A型 ③：旅行 ④：日日是好日
よろしくお願いします。

転入・昇任

彼杵　春美
コスモス棟 臨時介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：辰年 ②：A型 ③：映画鑑賞、音楽鑑賞 ④：一期一会
一生懸命頑張りますので、よろしくお願いたします。

採 用

飯田　晋平
事務課 主事 
 （日本赤十字社福岡県支部 事業課 主事より）

【平成30年4月1日付】

①：午年 ②：B型 ③：映画 ④：虎穴に入らずんば虎子を得ず
初めての経理で、ご迷惑をおかけするかと思いますが、明るく楽しくを
モットーに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

転 入

加茂　由美
デイサービス 臨時介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：戌年 ②：A型 ③：料理、お菓子作り ④：人事を尽くして天命を待つ
皆さまと一緒に過ごせる時間が楽しくなるように頑張っ
ていきたいと思います。

採 用

松原　杏莉
すみれ棟 介護職員 

【平成30年4月1日付】

①：寅年 ②：B型 ③：音楽を聴く事 ④：Never give up
　新社会人として、また介護福祉士としても、まだまだ未熟
ですが一生懸命頑張りますので、よろしくお願いたします。

採 用

●配置換 （平成30年4月1日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　坂本　裕一 （施設介護係長 （兼）通所介護係長）
 →（施設介護係長（兼）居宅介護支援係長）

　　中村　薫夫 （居宅介護支援係長）
 →（通所介護係長）

●転 出 （平成30年4月1日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　柿添　博之 （福岡赤十字病院へ）
　　富久　　静 （福岡県赤十字血液センターへ）
●定年退職 (平成30年3月31日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　木戸　達夫 （園長）
●退 職 (平成30年3月31日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　上村みどり （医務課　医務課長）
　　田中　保弘 （介護課 コスモス棟 臨時介護職員)
　　鶴田　脩平 （介護課 コスモス棟 嘱託介護職員)
　　吉村かな江 （介護課 ひまわり棟 臨時介護職員)
　　一色　国広 （介護課 デイサービス パート業務員)
●退 職 (平成30年4月30日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　原田　美和 （介護課 デイサービス 嘱託介護職員)
●退 職 (平成30年5月31日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　岩佐奈々子 （介護課 ひまわり棟 介護職員）
●育休復帰 （平成30年4月24日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　山田　瑞歩 （ひまわり棟 介護職員）
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　そろそろ、衣替えの季節です。
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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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いたしました。先日、ボランティアの方々のご協
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編集後記


