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平成30年（2018）

編 集集 後 記
　長かった酷暑も終り、ようやく

過ごしやすい季節を迎えました。

今年も残すところ３ヶ月となり、月

日の流れの早さを感じております。

朝晩の冷え込みも強くなってきま

したので利用者の皆様の体調管理

には充分注意してまいります。

（ひまわり棟  西岡）

●そろそろ衣替えの季節です。入れ替えの衣類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。
●11月よりインフルエンザの予防接種が始まります。ご家族様に予防
接種の同意書を郵送させていただきますので、ご記入後に返送をし
ていただくようお願いいたします。
　また、11月から感染症対策が始まります。対策期間中は、食品の差し
入れや体調不良の方のご面会を、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いたします。

　社会福祉法人に対して地域社会活動が強く求められている昨今、大寿園では、
「地域に密着した利用者本位のサービス提供」を運営方針に掲げ、地域と共に歩
み、地域社会に根付いた施設を目指しております。そのためには、｢施設から見た
地域｣と、｢地域から見た施設｣がどちらもより良いものとなるために、｢施設から
地域に出かけていく｣ことと｢施設に来ていただく｣ことの２つの側面から様々
な取組みを行っております。

大寿園では、国・県・市町村が推進する地域包括ケアシステムに日本赤十字社の有する
医療・福祉・講習・ボランティアなどの資源を有機的に連携させ、地域に置いて効果的
で特色のある高齢者支援策を推進しており、「日本赤十字社福岡県支部」「今津赤十字
病院」「大寿園赤十字奉仕団むくの木」と協働、連携し「健康生活支援講習福岡モデル事
業」を展開しています。

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

退 

職

彼杵 美沙
デイサービス 嘱託介護職員

【平成３０年９月１日付】

①：亥年 ②：O型 
③：カラオケ
④：一期一会
◆分からないことが多いと思いますが、
　精一杯がんばります。

採用

平成30年7月31日付
　中島　照子　（厨房　パート調理員）
平成30年8月17日付
　仲西　信人　（パート業務職員）
平成30年8月31日付
　松原美保子　（厨房　パート調理員）

配
置
換

平成30年6月1日付
　島田　謙蔵　（すみれ棟　介護主任）
　[前職　ケアプランセンター 介護支援専門員]
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竹上　フユ 様　95歳
町田キミ子 様　95歳
徳永　勝実 様　94歳
松尾アサ子 様　91歳
富永　文枝 様　91歳
西村　厚子 様　91歳
上杉　澄江 様　89歳
原　幸三郎 様　89歳
木本美枝子 様　89歳
青木美千子 様　89歳
宗野　イト 様　86歳
津田小夜子 様　83歳
寺本　紀子 様　79歳
長田美代子 様　76歳
土田トシ子 様　89歳

１  月生まれ

成冨　久子 様　91歳
山下　重美 様　89歳
袈裟丸郁夫 様　87歳
今泉　鏡子 様　87歳
一木ノブ子 様　87歳
江嶋　保惠 様　85歳
松本ナホミ 様　85歳
與　　耕作 様　79歳
姫野ミサコ 様　78歳
峯　　洋子 様　76歳

山方トミ子 様　97歳
吉富マスミ 様　97歳
川原　シメ 様　96歳
植田　満子 様　96歳
水崎　　満 様　96歳

12 月生まれ

11 月生まれ
青野アサ子 様　98歳
小田百合子 様　93歳
佐伯恵美子 様　91歳
駒井　和子 様　91歳
久保タツ子 様　90歳
青沼　道久 様　82歳
和田サチ子 様　81歳
鶴山　萬平 様　79歳
薪田　邦夫 様　76歳
近藤　哲也 様　76歳
毛防子春芳 様　72歳

大串アイ子 様　97歳
末松フサエ 様　92歳

10 月生まれ
宗　　ヒデ 様　98歳
池田　　魁 様　98歳
今井アサオ 様　94歳
中村　英祐 様　94歳
宗　　道子 様　93歳
石田　ヤス 様　92歳
平田エイコ 様　92歳
水崎ヨウコ 様　92歳
中村勢津子 様　91歳
村田　元吉 様　86歳
安部　房子 様　82歳
矢野　公子 様　82歳
豊田ヨシ子 様　80歳
小金丸　覓 様　79歳

大寿園の
地域社会
活動

地域のサロンで講座を開催

地域での講座を開催

ボランティア団体「むくの
木」を結成し、利用者との交
流を行っています

ボランティア活動

ショッピングや餅つきなど
行事のお手伝いをしていた
だいています

行事のお手伝い

職場体験や利用者との交流
を行っています

地域の学校との交流

秋に地域ふれあい交流祭り
を開催し、多くの方に来園い
ただいております

ふれあい祭りを開催

今津校区の浜崎祭りや福祉
村の祭りに出店

地域の祭りへの参加

６月のラブアースにあわせ
て海外沿いを清掃活動

地域の清掃活動

健康増進の知識や高齢者の支
援に役立つ介護技術を講習

健康生活支援講習

地域社会活動

地域包括
ケアシステム
との連携

100歳を迎えられた４名の方々とそのご家族様



今年も毎年恒例のそうめん流しをデイ
サービスのホール内で行ないました！！
昼食を食べてからの実施にもかかわらず
『美味しい』『夏はそうめんやね！』とたくさ
ん食べて頂きました。
そうめんの後に流れてくる蒲萄も甘くて
美味しく、暑い季節に『涼』を感じれるひと
ときとなりました。

今年も中庭で秋刀魚を炭で焼いて昼食に
食べようと企画しましたが…なんと台風
24号が最接近してしまい、厨房での調理
となってしまいました!!
中庭に秋刀魚の香ばしい香りが広がるこ
とはなかったのですが、厨房職員の協力も
あって、秋刀魚を美味しくいただくことが
できました!!

　７月を迎え、毎年恒例の
飾り山見物にヤフオクドー
ムへ行ってきました。
　今年の飾りの表題は、
『攻防千早城』との事で、足
利尊氏を中心に据えた飾
りでした。「はぁ～」と見惚
れる方や、「ふとさぁ」と感
嘆の声を出される方もお
られました。帰りには、「ま
た来たいね」と皆様楽しま
れた様子でした。

来
園
簿

大寿の集い

　9月17日（月）に敬老祝賀会「大寿の集い」が開催されました。式典では、12名の方が表彰
をうけられ、100歳の方が4名もいらっしゃる記念すべき祝賀会となりました。
　式典に続いて行われた演芸会では、ご家族からのお手紙や舞踊、フラダンスの披露が行わ
れました。また今年は、職員による「獅子舞」の披露もあり、一風変わったユニークな出し物
となりました。そして、最後は大寿園の伝統でもある「おじいさん、おばあさんありがとう」
が披露され、皆さんの笑顔あふれる大寿の集いを執り行うことができました。
　これからも、健康には留意され、益々のご長寿を大寿園職員一同お祈りいたします。

阿世知 イソ 様（100歳）

［ 鶴寿 ］

伊藤 利子 様（100歳）

［ 鶴寿 ］

中山 メグミ 様（100歳）

［ 鶴寿 ］

平山 春子 様（100歳）

［ 鶴寿 ］

中村 照子 様（88歳）

［ 米寿 ］

日髙 和夫 様（88歳）

［ 米寿 ］

藤波 サチ子 様（88歳）

［ 米寿 ］

吉田 綾子 様（88歳）

［ 米寿 ］

吉原 久子 様（88歳）

［ 米寿 ］

楠原 惠子 様（77歳）

［ 喜寿 ］

ヤフオクドーム飾り山見物ヤフオクドーム飾り山見物

今宿花火大会今宿花火大会

昨年から始めたすみれ棟での夏祭り(^_^)
射的、ヨーヨー、お菓子のつかみどりがあり、皆さんいつもよりすてきな笑顔
で楽しまれていました(*^_^*)

今年も毎年恒例の花火大会を玄関先から観賞、今年は昔を懐かしんで頂こうと
花火大会終了後に手持ち花火をしました。「うわぁ～。きれいかね～」と皆さん
楽しんでおられました。

♪ 夏祭り  ♪♪  夏祭り  ♪

◆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）
•渡久地節子様（脳トレ）
•南嘉子様（脳トレ）
•向田敬子様（習字）
•斉田カズ子様（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（洗濯物たたみ、縫い物）

•中田栄子様（歌でふれあい）
•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）

◆その他（個人・団体）の皆さん
•熊本スエ子様（洗濯物たたみ）
•柏木幸子様（傾聴・読み聞かせ）
•ボランティア「こでまり」樣（デイサービスで演芸披露）
•太郎保育園様（お遊戯会）
•フラモエ様（フラダンス）5月～10月
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編 集集 後 記
　長かった酷暑も終り、ようやく

過ごしやすい季節を迎えました。

今年も残すところ３ヶ月となり、月

日の流れの早さを感じております。

朝晩の冷え込みも強くなってきま

したので利用者の皆様の体調管理

には充分注意してまいります。

（ひまわり棟  西岡）

●そろそろ衣替えの季節です。入れ替えの衣類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。
●11月よりインフルエンザの予防接種が始まります。ご家族様に予防
接種の同意書を郵送させていただきますので、ご記入後に返送をし
ていただくようお願いいたします。
　また、11月から感染症対策が始まります。対策期間中は、食品の差し
入れや体調不良の方のご面会を、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いたします。

　社会福祉法人に対して地域社会活動が強く求められている昨今、大寿園では、
「地域に密着した利用者本位のサービス提供」を運営方針に掲げ、地域と共に歩
み、地域社会に根付いた施設を目指しております。そのためには、｢施設から見た
地域｣と、｢地域から見た施設｣がどちらもより良いものとなるために、｢施設から
地域に出かけていく｣ことと｢施設に来ていただく｣ことの２つの側面から様々
な取組みを行っております。

大寿園では、国・県・市町村が推進する地域包括ケアシステムに日本赤十字社の有する
医療・福祉・講習・ボランティアなどの資源を有機的に連携させ、地域に置いて効果的
で特色のある高齢者支援策を推進しており、「日本赤十字社福岡県支部」「今津赤十字
病院」「大寿園赤十字奉仕団むくの木」と協働、連携し「健康生活支援講習福岡モデル事
業」を展開しています。

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

退 

職

彼杵 美沙
デイサービス 嘱託介護職員

【平成３０年９月１日付】

①：亥年 ②：O型 
③：カラオケ
④：一期一会
◆分からないことが多いと思いますが、
　精一杯がんばります。

採用

平成30年7月31日付
　中島　照子　（厨房　パート調理員）
平成30年8月17日付
　仲西　信人　（パート業務職員）
平成30年8月31日付
　松原美保子　（厨房　パート調理員）

配
置
換

平成30年6月1日付
　島田　謙蔵　（すみれ棟　介護主任）
　[前職　ケアプランセンター 介護支援専門員]

そろそろ衣替えの季節です。入れ替えの衣類をご持参いただく場合

おしらせおしらせ

お
誕
生
日

 

お
め
で
と
う

  

ご
ざ
い
ま
す

竹上　フユ 様　95歳
町田キミ子 様　95歳
徳永　勝実 様　94歳
松尾アサ子 様　91歳
富永　文枝 様　91歳
西村　厚子 様　91歳
上杉　澄江 様　89歳
原　幸三郎 様　89歳
木本美枝子 様　89歳
青木美千子 様　89歳
宗野　イト 様　86歳
津田小夜子 様　83歳
寺本　紀子 様　79歳
長田美代子 様　76歳
土田トシ子 様　89歳

１  月生まれ

成冨　久子 様　91歳
山下　重美 様　89歳
袈裟丸郁夫 様　87歳
今泉　鏡子 様　87歳
一木ノブ子 様　87歳
江嶋　保惠 様　85歳
松本ナホミ 様　85歳
與　　耕作 様　79歳
姫野ミサコ 様　78歳
峯　　洋子 様　76歳

山方トミ子 様　97歳
吉富マスミ 様　97歳
川原　シメ 様　96歳
植田　満子 様　96歳
水崎　　満 様　96歳

12 月生まれ

11 月生まれ
青野アサ子 様　98歳
小田百合子 様　93歳
佐伯恵美子 様　91歳
駒井　和子 様　91歳
久保タツ子 様　90歳
青沼　道久 様　82歳
和田サチ子 様　81歳
鶴山　萬平 様　79歳
薪田　邦夫 様　76歳
近藤　哲也 様　76歳
毛防子春芳 様　72歳

大串アイ子 様　97歳
末松フサエ 様　92歳

10 月生まれ
宗　　ヒデ 様　98歳
池田　　魁 様　98歳
今井アサオ 様　94歳
中村　英祐 様　94歳
宗　　道子 様　93歳
石田　ヤス 様　92歳
平田エイコ 様　92歳
水崎ヨウコ 様　92歳
中村勢津子 様　91歳
村田　元吉 様　86歳
安部　房子 様　82歳
矢野　公子 様　82歳
豊田ヨシ子 様　80歳
小金丸　覓 様　79歳

大寿園の
地域社会
活動

地域のサロンで講座を開催

地域での講座を開催

ボランティア団体「むくの
木」を結成し、利用者との交
流を行っています

ボランティア活動

ショッピングや餅つきなど
行事のお手伝いをしていた
だいています

行事のお手伝い

職場体験や利用者との交流
を行っています

地域の学校との交流

秋に地域ふれあい交流祭り
を開催し、多くの方に来園い
ただいております

ふれあい祭りを開催

今津校区の浜崎祭りや福祉
村の祭りに出店

地域の祭りへの参加

６月のラブアースにあわせ
て海外沿いを清掃活動

地域の清掃活動

健康増進の知識や高齢者の支
援に役立つ介護技術を講習

健康生活支援講習

地域社会活動

地域包括
ケアシステム
との連携

100歳を迎えられた４名の方々とそのご家族様
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