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角田　陽菜
①：辰年　　　　　②：B型
③：You Tube鑑賞、ショッピング
④：雲外蒼天

よろしく願いします

令和3年（2021）

退　　職

ご寄付ありがとうございました。

（令和3年6月30日付）
介護課 ひまわり棟（嘱託介護職員）
前田　麻里

（令和3年7月31日付）
介護課（パート業務員）
国司　惠子

（令和3年6月30日付）
介護課 デイサービス（嘱託介護職員）
彼杵　美沙

（令和3年8月31日付）
介護課 デイサービス（嘱託理学療法士）
宮﨑　亮輔

（令和3年7月31日付）
介護課 デイサービス（生活相談員）
髙田　英二

（令和3年8月31日付）
介護課 デイサービス（臨時介護職員）
加茂　由美
（令和3年6月1日～9月30日）日付順

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

　立秋を迎え、これから気
温が下がって参ります。冬
に向け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、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。

　先日、103歳で他界された阿世知イソ様のご家族様より、ご
寄付をいただきました。コロナ禍で思う様に面会等をしてい
ただく事が出来ずに心苦しい中、このようなご厚情を賜り誠
にありがとうございました。
　いただきましたご寄付で、「高機能
エアーマット」を購入させていただき
ました。大寿園をご利用されている
皆さんのために大切に使わせていた
だきます。ありがとうございました。

　この度、大寿園家族の会様から、敬老の祝品として「ブルー
レイレコーダー」を寄贈していただきました。
　コロナ禍ということもあり、家族の会会長の大川様に代わ
り、当園の高木園長より利用者の方へ手渡されました。
　これから、テレビ番組の録
画や映画鑑賞などに利用し、
大事に使わせていただきます。
家族の会会員の皆様に心より
感謝申し上げます。

　朝晩も涼しくなり、金木犀の香りが
秋の訪れを感じさせてくれます。これ
から冬に向けて、だんだん寒くなって
きますので体調管理により一層気をつ

けてまいりたいと思います。
　まだまだコロナウイルスとの闘いが続きますが、
感染対策をしっかりと行いながら利用者様にとって
楽しく笑顔で生活できるよう日々努めていきます。

すみれ棟　松原
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池田　　魁様 101歳
廣瀬　勝代様 97歳
宗　　道子様 96歳
平田エイ子様 95歳
須藤紀美子様 93歳
波左間郁子様 90歳
進藤美津子様 89歳
村田　元吉様 89歳
板谷　桃江様 88歳
安部　房子様 85歳
豊田ヨシ子様 83歳
小金丸　覓様 82歳
松本　紀子様 75歳
柳原　民子様 70歳

青野アサ子様 101歳
片倉タツノ様 100歳
小川　常美様 95歳
佐伯恵美子様 94歳
駒井　和子様 94歳
久保タツ子様 93歳
柴田キクヱ様 90歳
今川　敬子様 85歳
和田サチ子様 84歳
鶴山　萬平様 82歳
吉原　敏信様 81歳
中山　昌子様 79歳
副島　　満様 77歳
大庭　正秀様 65歳

中村　キヨ様 100歳
柴田　ソノ様 97歳
成冨　久子様 94歳
折井イサオ様 94歳
木藤　秀子様 91歳
今泉　鏡子様 90歳
池永　隆治様 89歳
江嶋　保惠様 88歳
峯　　洋子様 79歳
田村　邦子様 74歳

山方トミ子様 100歳
水﨑　　満様 99歳
竹上　フユ様 98歳
小川ミツノ様 96歳

西村　厚子様 94歳
上杉　澄江様 92歳
松尾テシ子様 92歳
原　幸三郎様 92歳
青木美千子様 92歳
土田トシ子様 92歳
宗野　イト様 89歳
濵地　義太様 89歳
冨永　瑞枝様 88歳
松本　浪子様 88歳
津田小夜子様 87歳
手塚　壽子様 83歳
井手　繁乃様 83歳
岩本　冴子様 82歳
寺本　紀子様 82歳
田村　昭治様 82歳
大歯スミ代様 78歳
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福岡市消防局　みんなの防火・防災・救急ブック　より 池　壽子様（77歳） 副島　満様（77歳）

青野 アサ子様（101歳）

吉岡 志雅子様（88歳）南　早美様（88歳）松本 浪子様（88歳）

石田 ヤチヨ様（88歳） 板谷 桃江様（88歳） 一宮 満喜子様（88歳） 江嶋 保惠様（88歳） 小田 三重子様（88歳） 冨永 瑞枝様（88歳）

池田　魁様（101歳）

吉田 モモヱ様（99歳）三笘 キミ子様（99歳）光武 トヨ様（99歳）水﨑　満様（99歳）

白水 ハツノ様（100歳）片倉 タツノ様（100歳）

山方 トミ子様（100歳）中村 キヨ様（100歳）

100歳以上 100歳以上

大寿の集い大寿の集い 令和３年９月20日

　園外での外食が難しい状況が続いているため、５月と同様に１階
のロビーで園内喫茶を行いました。
　今回は、暑い夏にぴったりな冷やしたフルーチェとアイスクリー
ムを２種類ずつ用意しました。好みの味を選んでもらいましたが、
悩んだ末に選びきれず、全種類食べられた方もいらっしゃいまし
た。「冷たい！でも美味しい！」や「もっと食べたい！」との声が聞か
れ、喜んでいただけたようでした。
　連日の暑さが続く中、少しでも「夏の涼」を感じていただけたの
ではないかと思います。

　９月20日に敬老祝賀会「大寿の集い」を開催しました。
　今年の最高年齢は101歳で、100歳の方が5名いらっしゃる年となりました。
　昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染防止のため、お祝い状の贈呈と
記念撮影のみとなりましたが、職員一同、心を込めて長寿のお祝いをさせてい
ただきました。
　また、定期的な交流のある北崎保育園、太郎保育園、
今津小学校の皆様から、お手紙や動画で温かいメッセー
ジをいただき、ありがとうございました。
　利用者の皆様が健康で元気に敬老の日を迎えられた
こと、心よりお喜び申し上げます。

　大寿園では、毎年、お盆とお彼岸の前後にご供養の
行事を行っています。
　コロナ禍ではありましたが、今年も西区にある勝福
寺のご住職に読経していただきご供養していただきま
した。
　焼香台の前では皆さんそれ
ぞれの思いを胸に手を合わせ
ておられ、「久しぶりにお参り
できてよかった」との声も聞
かれました。

　主に新規採用職員を対象とし、初期消火の手順や非常通報装置を用
いた消防への通報手順を確認しました。 
　消火器の取り扱い方法では「ピノキオ」の手順に従って、火元を狙い
消火にあたること。また炎が天井まで昇るような火事の場合、消火を
あきらめ、避難に徹することなどを確認しました。また非常通報では、
実際に消防本部へ連絡を行い、住所や入居者の数、避難場所などを伝
えるなど、本番さながらの通信訓練を実施することができました。 
　大寿園では、年に２回ずつ、避難訓練、消火訓練を実施しています。 
　今後もいざという時に備え、継続した訓練を実施していきます。

敬老会

敬老の日おめでとうございます。敬老の日おめでとうございます。

行事

行事

園内喫茶

盆供養、彼岸供養

園内消火及び非常通報訓練

ピ ノ キ オ

お祝い状
贈呈の皆様
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