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編集
後記

青野 アサ子様 100歳 
久保 タツ子様  92歳 
鶴山 萬平様  81歳
柴田 キクヱ様  89歳
木下 キヨ子様  95歳
今川 敬子様  84歳
大庭 正秀様  64歳
佐伯 恵美子様  93歳
中山 昌子様  78歳
駒井 和子様  93歳
小川 常美様  94歳
和田 サチ子様  83歳
近藤 哲也様  78歳

柴田 ソノ様  96歳
田村 邦子様  73歳
木藤 秀子様  90歳

中村 キヨ様  99歳
江嶋 保惠様  87歳
與 耕作様  81歳
成冨 久子様  93歳
峯 洋子様  78歳
山下 重美様  91歳
松本 ナホミ様  87歳
池永 隆治様  88歳
今泉 鏡子様  89歳
折井 イサオ様  93歳
西 キミ子様  92歳
一木 ノブ子様  89歳

上杉 澄江様  91歳
田原 元代様  93歳
松尾 テシ子様  91歳
西村 厚子様  93歳
山口 八重子様 100歳

竹上 フユ様  97歳
宗野 イト様  88歳
冨永 瑞枝様  87歳
原 幸三郎様  91歳
植田 満子様  98歳
濵地 義太様  86歳
内山 勝子様  77歳
青木 美千子様  91歳
松本 浪子様  87歳
水﨑 満様  98歳
山方 トミ子様  99歳
小川 ミツノ様  95歳
德永 勝実様  96歳
富永 文枝様  93歳
吉富 マスミ様  99歳
大歯 スミ代様  77歳
寺本 紀子様  81歳
津田 小夜子様  86歳

田村 昭治様  81歳
土田 トシ子様  91歳

内布 絹子様  86歳
古賀 久雄様  98歳
野口 正博様  74歳
渕田 隆子様  72歳
浦塚 正美様  84歳
吉田 モモヱ様  98歳
井上 健一様  68歳
中川 和子様  92歳
前田 至様  74歳
清水 ヒロ子様  96歳
田原 大作様  96歳
杉野 アキエ様  83歳
樋口 公子様  80歳
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新 職 員 紹 介 ①：干支　　　　②：血液型
③：趣味・特技　④：座右の銘人 事 だ よ り

柴田　暁良

【令和２年２月17日付】
介護課 ひまわり棟 臨時介護職員

【令和２年４月１日付】
清掃 業務職員

【令和２年７月１日付】
介護課 すみれ棟 臨時介護職員

①：巳年　　　　②：O型
③：カラオケ　　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。

垣本　祥志
①：戌年　　　　　②：Ｏ型
③：ショッピング　④：一生懸命

●頑張ります。よろしくお願いします。

梅林　栞奈
①：酉年　　　　　　②：AB型
③：料理、バレーボール　④：笑う門には福来る

●職員の方、利用者の方と毎日、笑いながら
　頑張っていこうと思います。

退　　職 配 置 換
令和2年3月31日付

（清掃 業務職員）
内田 浩之

令和2年9月1日付

（施設介護係長 兼 居宅支援介護係長）
通所介護係長 兼 居宅支援介護係長
坂本 裕一
令和2年9月1日付

（通所介護係長）
施設介護係長
中村 薫夫

令和2年3月31日付

（厨房 パート調理員）
西川 百合子

令和2年3月31日付

（コスモス棟 介護主任）
山川 紀子

令和2年3月31日付

（清掃 業務職員）
山本 弘子

令和2年5月31日付

（デイサービス 嘱託介護職員）
坂口 智恵

令和2年9月30日付

（厨房 パート調理員）
坂口 恵美子

令和2年8月31日付

（すみれ棟 嘱託介護職員）
山本 あさぎ

　秋も深まり、少しずつ気温が下がって参りました。冬
に備えて、衣類の入れ替え・準備をお願いいたします。
必要な物や不足している物がないか確認されたい方
は、入所フロアの職員にお気軽にお問い合わせ下さい。
お受け取りは事務所窓口で行っております。ご来園がで
きない場合、郵便・宅配便での受け取りも行っておりま
すので、よろしくお願いいたします。

　２０２０年も残り２か月余りとなりました。
　本来であれば、大寿の集いや地域交流ふれ
あい祭り、地域の方々の慰問など色々な行事
のある季節ですが、今年は新型コロナウイル

スの影響で、中止や縮小となり、とても残念に思っています。
　この状況が早く終息し、一緒に楽しめる日を心待ちにし
ています。
　これから、寒い季節を迎えますが、利用者の方々はもと
より、ご家族の皆様も体調に気を付けてお過ごしください。

　（橋本）

お知らせ



内山 勝子様（77歳） 大歯 スミ代様（77歳）

池永 隆治様（88歳）

山川 チツカ様（88歳）村田 元吉様（88歳）水﨑 マツヨ様（88歳）

鹿野 志輝雄様（88歳） 進藤 美津子様（88歳） 宗野 イト様（88歳） 濱地 義太様（88歳） 松本 君子様（88歳） 丸本 喜美子様（88歳）

佐田 陽子様（88歳）吉富 マスミ様（99歳）山方 トミ子様（99歳）中村 キヨ様（99歳）白水 ハツノ様（99歳）

山口 八重子様（100歳）池田　魁様（100歳）青野 アサ子様（100歳）阿世知 イソ様（102歳）

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症対策の面会について

どちらも事前予約制となっておりますのでご希望の方は、ご連絡ください

大寿の集い大寿の集い 令和2年9月23日

今後も皆様のご協力をいただきながら、感染防止対策に取り組んでまいります。
面会についての最新情報は、お手紙や大寿園のホームページをご覧ください。

テレビ電話面会：10:00～11:30、14:00～17:00（平日のみ）
窓越し面会　　：14:00～17:00（平日のみ）
予約について　：平日（日中）　
　　　　　　　　お電話にてお申込み（大寿園　生活相談員　☎092-806-6100）
　　　　　　　　※2日前を目安に予約して下さい。

テレビ電話面会

　9月23日に敬老祝賀会「大寿の集い」を開催しました。

　今年は、最高年齢102歳の方や100歳を迎えられた３名の方々を含め、22名の

方々にお祝い状をお贈りし、記念撮影を行いました。

　本来であれば多くのご家族様と共に、利用者の皆様のご長寿をお祝いし、式典

や演芸会など楽しいひと時をお過ごしいただく予定でしたが、新型コロナウイルス

の感染予防のため規模を縮小して行いました。

　受賞者の皆様には、定期的な交流がある、今津小学校の生徒さんや太郎保育園

の園児さんからの温かいお手紙やメッセージにより元気をいただきました。

　いつまでもお元気で、益々のご長寿をお祈りいたします。

敬老会

　当園の運営については、日頃からご支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症対策として、2月中旬からの面会制限を継続しており、ご利用者様
並びにご家族の皆様におかれましては、大変ご迷惑・ご心配をお掛けしています。
　当園では、感染対策として「3密回避」・「園内各所のアルコール消毒」・「ご利用者様、職員の健
康管理」「適度な換気」「手指消毒・マスク着用・咳エチケット」など新しい生活様式に即した対応
の徹底に取り組んでいます。
　ご利用者様・ご家族様におかれましては、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの間、何
卒ご理解をいただき、引続き、ご支援・ご協力いただきますようよろしくお願い致します。

　当園は、重症化しやすいと言われる高齢で持病のある方が多く生活されている施設であるこ
とから、従前どおりの面会ができない状況が続いております。このような状況の中でも、ご家族
様・ご利用者様にお顔だけでも見ていただけるよう面会の方法を工夫しながら対応させていた
だいています。

　自宅にいるご家族様とご利用者様にLINEアプ

リを使用して画面を通した面会を実施しておりま

す。「顔が見られてホッとした」「元気そうで安心し

た」などお喜びの声が多く聞かれました。また、日

頃、来園が難しい遠方のご家族様にも大変喜ばれ

ています。

窓越し面会

　一時期は、時間や人数など一定の制限を設けた

上で、対面面会を行っておりましたが、感染者の増

加に伴い、現在は窓越しでの面会を行っておりま

す。直接、顔を見てお話ができ、皆さん、大変安堵さ

れたご様子でした。

敬老の日おめでとうございます。

お祝い状
贈呈の皆様

園 長　髙　木　光　義
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今津小学校の生徒さんからの
お手紙

太郎保育園の園児さんからの
メッセージ
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通所介護係長 兼 居宅支援介護係長
坂本 裕一
令和2年9月1日付

（通所介護係長）
施設介護係長
中村 薫夫

令和2年3月31日付

（厨房 パート調理員）
西川 百合子

令和2年3月31日付

（コスモス棟 介護主任）
山川 紀子

令和2年3月31日付

（清掃 業務職員）
山本 弘子

令和2年5月31日付

（デイサービス 嘱託介護職員）
坂口 智恵

令和2年9月30日付

（厨房 パート調理員）
坂口 恵美子

令和2年8月31日付

（すみれ棟 嘱託介護職員）
山本 あさぎ

　秋も深まり、少しずつ気温が下がって参りました。冬
に備えて、衣類の入れ替え・準備をお願いいたします。
必要な物や不足している物がないか確認されたい方
は、入所フロアの職員にお気軽にお問い合わせ下さい。
お受け取りは事務所窓口で行っております。ご来園がで
きない場合、郵便・宅配便での受け取りも行っておりま
すので、よろしくお願いいたします。

　２０２０年も残り２か月余りとなりました。
　本来であれば、大寿の集いや地域交流ふれ
あい祭り、地域の方々の慰問など色々な行事
のある季節ですが、今年は新型コロナウイル

スの影響で、中止や縮小となり、とても残念に思っています。
　この状況が早く終息し、一緒に楽しめる日を心待ちにし
ています。
　これから、寒い季節を迎えますが、利用者の方々はもと
より、ご家族の皆様も体調に気を付けてお過ごしください。

　（橋本）

お知らせ




