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威勢の良いかけ声で会場を練り歩きました。

入居者様のど自慢

例年大 人気の抽選会！
当選された方々おめでとうございます。

盆踊り

ご自慢の歌声で会場を
和ませてくださいました。

ナ
屋台コー

ビッグバンドジャズ 部の生演奏に合わせてダンスを
披 露しました。練習の成 果が出て、会 場を盛り上げ
ることが できました。

盆踊りは、夏祭りにつきもの！
みんなで輪になり踊りました。

啓新高校ビッグバンドジャズ部
鶉婦人会リズムダンス
素晴らしい演奏とパフォーマンスで会 場は拍手に包
まれました。ビッグバンドジャズ部出身の加藤介護職
も演奏に参加しました。

ー
いらっしゃいませ～
飲み物いかが ですか？

今年もたくさんの子供たちが
遊びに来てくれました。

地元の方々が、とてもリズミカルな
ダンスを披露してくださいました。

の
たくさん 笑顔に
が
つつまれま
会場
した

300食分の焼きそばが
完売しました‼

ご協力ありがとうございました
宮ノ下地区婦人会様、宮ノ下地区福祉委員様、福井シルバーサービスセンター様、
（株）メディペック様、川端様、矢部様、尾西様、山崎様
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4月
8月

特 養
５月

４月

グループホーム

４月

５月

七夕会

シーツに広げたお星さまを集めて
天の川を作りました！どうか願い
が叶いますように…☆

５月

春季遠足

６月

７月

野菜収穫

畑担当のご利用者様。慣れた手つきで、
じゃが芋掘りをしてくださいました！
美味しいじゃが芋が出来ましたね♡

６月

誕生会

7月のお誕生会は、金魚すくいやキッキングスナ
イパー、千本引きをして盛り上がりました。
皆さん、とても楽しまれていましたよ。

外食

７月
西山公園へつつじを見に行きました♪
綺麗なつつじを見て、美味しいご飯を食べて
最高の1日になりました。

春季遠足

ご利用者様のご希望を聞きながら、西山公園やか
じかの里、足羽山動物園 ハピジャンにも出かけ
ました。動物園ではカピバラとも触れ合い、皆さ
ん素敵な笑顔を見せてくださいました(^^♪

海岸ドライブ

晴天に恵まれ、越前海岸へドライブしました。風
がとても気持ち良く穏やかな海を見ているだけ
で、自然と笑顔がこぼれました。

4

７月

デイサービス

お 花 見

恐竜博物館へ出かけました。恐竜のあまりの大き
さに驚きを隠せません！
苑特製のお弁当も美味しかったですね♡

フルーツバイキング

心待ちにしていたバイキングの日。色とり
どりのフルーツに思わず笑みがこぼれ
ます。目移りしちゃうわ♪

４月

毎年恒例のお花見
に出かけました。
今年はご利用者様
のご希望もあり、
竹田の垂れ桜も見
に行きましたよ♪

外食ドライブ

お洒落なレストランで、からあげ定食に舌鼓。
(*^^)v 食事の後は海辺で記念撮影。風が強かった
けど、春の訪れを感じることが出来ました。

６月

春季遠足

宝 珠

大好きなおそばを食べに「千古の家」まで行ってきま
した。かやぶき屋根の建物を見て「懐かしいー」と気
分上々♪美味しいおそばをいただき、満たされた１日
となりました。

七夕会

星に願いを☆彡 想いを込めて短冊に願いを書き
入れました。1番多かった願い事は「家族が幸せ
に過ごせますように」でした。
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施設長より新任のご挨拶
このたび、７月１日付け施設長を拝命しました。
思い起こせば、昭和 57 年春、当時小学校５年生の私は、当法人として最初の入居者様を迎えたその日
のことを今でも鮮明に覚えています。
初代の施設長（当時は苑長）を務めた祖父に誘われ、A－１居室にて次のような言葉を交わしました。
私は、その入居者様から、「おにいちゃんは何年生？」と尋ねられました。
私は、声を張って「５年生です！！」と、答えました。
それから数十秒後。その入居者様は私に、「おにいちゃんは何年生？」と同じように問いかけたのです。
「どうしてまた・・・」と戸惑いながらも、「５年生です。」と答える私。
こうしたやりとりを何度も何度も繰り返し、気まずくなった私は、その場を離れました。
その日の夕食時、私は祖父に、「なんで、おばあちゃんは同じことを聞くのだろう？」と問いました。
祖父は私に、「それが、痴呆症（現在の認知症）という病気。宝珠苑は、こうした高齢者の方の生活の場
になるのだよ。」と、教えてくれました。
祖父は昨年の秋に他界しましたが、祖父の築き上げてきた歴史ある当法人に奉職し、
「ようやく同じスター
トラインに立たせていただいた」と、改めて実感しています。
さて私は今、施設長として背負う使命と責任の重さを痛感しています。
当法人には年間を通して、100 名以上の特別養護老人ホーム、グループホーム及びショートステイの入
居者様やご利用者様が生活されています。加えて、デイサービスセンターにはほぼ毎日、40 名近いご利用
者様にお越しいただいています。
入居者様方にはそれぞれに生活背景があり、また、ご家族様などはさまざまな想いを抱いておられましょ
う。
こうした中において、最も厚く強くしていくべきものが、皆様方との“信頼”であります。
私は施設長として、笑顔、優しさ、謙虚な心を保ち続けることにより、入居者様、ご利用者様、ご家族様、
加えて地域の皆様からの確かな“信頼”を獲得し、使命と責任を果たしてまいりたいと考えています。
何卒、ご指導ご鞭撻を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご協力ありがとうございました
慰 問
アイリーハーモニー様、
フラグループマカナニ様
楽団ひまわり様、
コカリナグループかわい様
四つ葉の会様、
たけのこ児童館様

ご 寄 贈・ご 寄 附
古宅修子様、堀江照子様、畑喜美代様、宮前清美様、内田友枝様、
北村千代江様、鈴木千枝子様、吉川一枝様、増田フジ子様、
酒井平三郎様、田中陽子様、酒井縫子様、伊井早苗様、峰金重子様、
池端よし子様、藤井義一様、谷中好美様、堀川潔様、斉藤光雄様、
大島智代子様、川上巧様、北村文雄様、三勢貴美子様、吉岡義光様、
荒谷與三兵衞様、北村千代江様、今川吉左エ門様、中本とき子様

ボランティア
片川弘子様、吉田智子様、吉川アキコ様、尾西弥生様、磯部真実様、
小西史織様、さの屋様、フレアス在宅マッサージ様

6/

2

宮ノ下体育大会

地面に散らばっている手紙を拾い上げ、中にある文字を並
べ合わせてひとつの言葉にする競技に参加しました。時お
り爽やかな風が吹き抜け、心地よい一日となりました。

8/

1-2

6/25
7/1

川西中学校職場体験
2名の生徒が、デイ
サービスセンターの仕
事を体験しました。体
験を終えられたお２人
からは、仕事をする大
変さが分かりよい経験
になったと感想をいた
だきました。２日間お
疲れさまでした。そし
て、ありがとうござい
ました。

福祉のお仕事説明会

6/

12

元気ぎょうさん in 本郷公民館

運動と頭の体操を組み合わせた、認知症予防運動プログラ
ム「コグニサイズ」を地域の方と一緒に実施しました。ご
参加いただきありがとうございました。

8/

宝珠苑夏祭り

25

入居者様のご家族様や地域の方々と共にお祭りを楽しみま
した。たくさんの笑顔も見られ良い思い出となりました。

地区デイホーム参加

6/25 大安寺小学校４年生
7/ 1 東安居小学校４年生と保護者
福祉・介護への関心を深めてもらい、イメージアップを図
ろうと、いずれも４年生の児童たちにＰＲを行いました。

顔なじみの地区の皆様と交流しながら、
フォトフレームなど小物を制作しました。

心温まるエピソード
今年も、デイサービスの玄関に、幸運を運ぶ鳥「つばめ」がやってきまし
た。古巣を再利用し、今年は4羽の雛が産まれました。
1羽、また1羽と巣立って行く中、最後の1羽が中々飛び立てないでいまし
た。それを見兼ねてか、先に飛び立った3羽の内の1羽が戻って来て、隣に寄
り添い見守っていました。その姿がとても可愛かったです。
7月11日、無事に4羽目が巣立ちました。
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宝 珠

第71号

採用職員紹介
特養介護職

大澤 克至

栄養職

（おおざわ かつし）

趣
味：料理・ゲーム
血 液 型：AB型
長
所：打たれ強さ
座右の銘：『塵も積もれば山となる』

初めての、介護という仕事ですが
１つ１つ確実に身に付けるよう頑張ります。
特養宿直員

野坂 直幸

橘 真子

趣
味：旅行
血 液 型：A型
長
所：よく笑うこと
座右の銘：『笑う門には福来たる』

美味しい食事を
提供出来るよう頑張ります。
特養看護職

（のさか なおゆき）

趣

味：読書・ネットサーフィン・
御朱印集め・アウトドア
血 液 型：A型
長
所：のんびりした性格
座右の銘：『出来ることは出来る時に
出来るだけする』

うっかり忘れている時もありますので教えて頂けると助かります。

学びの機会

大山口 晃代

笑顔で接する事を忘れずに頑張りたいと
思います。よろしくお願いします。

職員のイベント紹介
お花見
足羽河原の夜桜がライトアッ
プされ、とてもロマンティッ
クでした。きれいな桜を前
に、笑顔も満開のお花見とな
りました。

外部講師の今井先生を招いて
職員研修を行いました。心も
身体も健康に、明るい職場づ
くりに取り組んでいきます。

腰痛予防講習

芝政リレーマラソン

当苑の松田機能訓練指導員か
らストレッチを教わりまし
た。毎日続けることで腰痛に
なりにくくなるそうです。

天気は時おり激しい雨と
風。しかし、気持ちのこ
もった熱いタスキを懸命に
つなげ、今年も完走しまし
た！

身体拘束防止研修

楽食会 in 翠翔

外部講師の森國先生を招
き、身体拘束について学び
ました。常に『入居者様･ご
利用者様ファースト』でケ
アに努めてまいります。

とっておきの山海の“幸”を味わい
ながら、親睦を深める食事会を開
催しました。第1回の“幸”は「名古
屋コーチン」。10名の職員が参加
し、心ゆくまで楽しみました。

行事予定
１０月

秋季遠足、宮ノ下コスモス祭り、法話

１１月

紅葉ドライブ、高齢者いきいき展、法話

１２月

おやつバイキング、クリスマス会、法話
初詣、新年会、法話

※都合により日程、内容等が変更になることがあります。ご了承ください。
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（おおやまぐち てるよ）

趣
味：ハイキング
血 液 型：O型
長
所：気が長いところ
座右の銘：『一期一会』

メンタルヘルス・
ハラスメント研修

１月

（たちばな まこ）

お知らせ

H30年度の決算報告書はHPにて
ご確認ください。

編 集 後 記
今年も暑い夏でしたね。お盆以降は台風の影響で
雨の日が続き、夏祭りも天気が心配されましたが、
当日は晴れ。たくさんの方々にご来場いただき、と
ても賑やかなお祭りとなりました。ありがとうござ
いました。
猪島、斉藤、竹内、戸田、日浦、藤田

