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５月人形を真似て、きりりと勇ましい武者
に変身しました。 兜や刀に守られ健康で
幸せな 1 年となりますように !!



認知症予防

について

知りたい

歳を重ねても

元気でいたい
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　日ごろから、入居者様やご利用者様に加え、ご家族様、地域の皆様には、格別のご高配を賜わ
り誠にありがとうございます。
　
　さて、私ども福聚会は念願かない、本年４月１日より、福井川西包括支援センター（ほやねっ
と川西）を福井市から受託し、大安寺・宮ノ下・本郷・鶉・棗・鷹巣・国見地区の高齢者の皆様
が住み慣れた地域で安心かつ穏やかに暮らせるようサポートしていく事業をスタートさせること
となり、このうえない喜びを感じています。
　これはひとえに、福井市をはじめ、関係各位から心温まる激励・助言、そして速やかな対
応・協力をいただいた賜物です。心より感謝を申し上げます。
　
　私ども福聚会は今春、法人設立40年。
　この節目に、地域の皆様の“幸せ”を実現する新たな機会を得られたことを契機として、ます
ます謙虚に、地域への貢献度と地域福祉の担い手としての価値を高め、地域の皆様との信頼関係
をさらに揺るぎないものとするよう努める所存です。
　
　私ども福聚会はこれからも、地域の皆様のそばで、ともに歩んでまいります。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人 福聚会 宝珠苑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施設長　齊藤　誠

「ほやねっと川西」オープンにあたり

鶉 棗 鷹巣 国見本郷宮ノ下大安寺

ほやねっと川西福井川西包括
支援センター

ほやねっと川西の取組

幅広い年代の方々に向け、認知症サポーター養成講座を
開催しています。また、認知症の専門医や専門機関と連
携して相談に応じています。

認知症理解に向けて

医療機関との連携、また、地域の居宅介護支援事業所の
ケアマネジャーや在宅サービス事業所と連携のうえ、ネッ
トワークづくりに取り組み、地域の方々向けの講習会等を
開催しています。

医療と介護の連携

さまざまな関係機関と連携し、地域の方々にとっての「住
みよい地域づくり」を目標にネットワークづくりに取り組
んでいます。また、地域の居宅介護支援事業所のケアマ
ネジャーとの連携も図っています。

住みやすい地域づくり

介護が必要な状態にならないように、地域の高齢者の
方々に対し、介護予防について意識を高めてもらえる取り
組みをしています。

介護予防についての相談

成年後見制度、消費者被害、高齢者虐待についての啓蒙・
啓発に取り組み、早期発見、早期対応に努めています。

権利を守るお手伝い

さまざまな

心配ごと

いつでもお気軽にご相談ください。

☎（0776）97－8003
相談窓口／月～土曜日　8：30～17：30
住　　所／福井市仙町6－4（旧宮ノ下公民館）

これからも 地域の皆様のそばで

住み慣れた地域で暮らすために

65歳以上の
高齢者の方の
相談窓口です

大きな太巻きができあがりました。
いただきま～す。

可愛い寅にふんし、
最後はみんな仲良く記念撮影。

大きな太巻きができあがりました。
いただきま～す。

可愛い寅にふんし、
最後はみんな仲良く記念撮影。

カチューシャをつけて寅になりきりました。職員を合わせて、年男4人、年女11人！ カチューシャをつけて寅になりきりました。

え～い！！大きな声で鬼もビックリ！え～い！！大きな声で鬼もビックリ！
突然の鬼に思わずニコリ？！
優しく鬼退治だ～！
突然の鬼に思わずニコリ？！
優しく鬼退治だ～！

お守りをもらいました。
今年もたくさん福が来ますように。
お守りをもらいました。
今年もたくさん福が来ますように。

職員を合わせて、年男4人、年女11人！

お札を鬼に貼り付け、
鬼退治！！

お札を鬼に貼り付け、
鬼退治！！

鬼を退治し今年一年の

健康を祈りました。

節分会

特養

デイ
サービス

介護や健康

のことで

相談したい

私たちが担当します
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福祉お仕事セミナー
3/5

施設長 活動報告

　福祉・介護の仕事に興味のある方へ、介護の仕事の魅
力を伝えました。
　セミナーの後は、車いすへの移乗や介助用スプーンな
どの使い方を実演を
交えて行いました。

12/24 川西中学校様より受贈

　川西中学校の生徒3名が来苑し、在校生や保護者の皆
様から集めたティッシュなど日用品をいただきました。
ありがとうございまし
た。

華やかなおせち料理とお屠蘇を
いただき長寿を祈りました。

サンタとトナカイがやって来て、
メリークリスマス。

子どもたちに人気のラーメン体操を踊
り、記念撮影をしました。

昭和時代の花嫁行列を再現しました。
ご利用者様たちは昔を思い出し喜ばれました。

みんなでスタンプを押し、一足先にデイ
サービスの桜が満開になりました。

上手にできたかしら～？

職員手づく
りの顔ハメ
パネルでお
ひな様にな
りきりまし
た！

サ ン タ に
なってケー
キをほおば
りました。

イベント苑内外の

12月
～
3月

歪み改善体操
1/18

職場内研修

　ヨガスタジオ柳田様か
らオンラインでヨガを教
わりました。日頃使って
ない筋肉を伸ばしたり緩
めたりし、とても気持ち良かったで
す。また、一つひとつのポーズでの呼
吸法も教えてもらいました。先生の
温かい人柄が伝わり、リラックスで
きる時間を過ごすことができまし
た。

男女ともに働きやすい組織とは
4/15

職場内研修

　協会けんぽ福井様のご協力により、㈱ドクタートラスト
の保健師・看護師の藤居様によるオンラインセミナーを受
講しました。男性が女性との性差を理解し、日ごろからプラ
イバシーに配慮したコミュニケーションを図ることは、職
場の活性化につながります。ともに学ぶことができ、良い機
会となりました。

真ん中を狙って集中です。 新年会で福笑いをしました。
みんなの応援が頼りです。

日課のラジオ体操です。
身体が温まります。

昼食時にちらし寿司や玉子の巾着などを
いただき、ひな祭りをお祝いしました。

新年恒例！ 職員手づくりのおみくじを引
きました。今年もいい年になりそうです！

12月 クリスマス会

1月 福笑い 2月 体 操

3月 ひな祭りメニュー

12月 射的ゲーム

12月 クリスマス会 1月 体操教室1月 お正月

3月 ひな祭り

3月 ミニゲーム大会

1月 福笑い
2月 誕 生 会

1月 おみくじ

特 養
デイ

サービス

グループ
ホーム
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入居者様・ご利用者様のイベント食紹介
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　今回の表紙は、男性の入居者様に5月人形を装って
もらいました。不思議なことに兜をかぶるとお二人と
もきりっとした表情になり、勇ましい表情の写真を撮
ることができました。何回も撮らせていただきました
が、笑顔で協力してくださいました。ありがとうござい
ました。
　　　　　　　　齊藤、澤﨑、竹内、土山、松羅、向川

編 集

後 記

クリスマス週間に、職員それぞれ

が数種類の中から好みのスイー

ツをいただきました。

デザート企画

色とりどりのお刺身を盛り付け、外食
気分を味わってもらいました。

散らし寿司にでんぶや梅の形の人参を
あしらい、華やかに仕上げました。

クリスマスにぴったりのチキンを中心
とした洋風メニューにしました。

お刺身（ぶり、サーモン、あまえび）、
ひじきの白和え、すまし汁、
キウイフルーツ

散らし寿司、筑前煮、
こうや豆腐とエビの卵とじ、すまし汁、
いちご、みかん缶

チキンライス、鶏肉の唐揚げ、
ポテトサラダ、コンソメスープ、
ゴールドキウイ、みかん缶

2/17 デイサービスお刺身ランチ12/24 クリスマスランチ 3/3　ひなまつりランチ

メニューメニュー メニュー

忠 谷  純 代
 

趣　　味：読書・海外ドラマ
血 液 型：A型
長　　所：冷静　ときどき
　　　　　抜けてるところ　
座右の銘：緊褌一番 R4年度Ver.

採用職員紹介

新たなご縁を大切に、身を引き締めて頑張ります

小 坂  佳 代 子 

趣　　味：海外ドラマ一気見
血 液 型：AB型
長　　所：心も体もどっしり
　　　　　したところ
座右の銘：種をまかねば花は
　　　　　咲かない

頭も体もフル回転で頑張ります

ご協力ありがとうございました
ご寄付・ご寄贈

皆様方の温かいご支援に、心より厚く御礼申し上げます。
※個人情報保護のため、お名前の掲載は控えさせていただきます。

結婚しました

お互いに感謝の気持ちを忘れず、笑顔あふ
れる明るい家庭を築いていきたいです。

川 上  天 音 さん
特養介護職

職員の

永年勤続職員表彰式
今年度は20年勤続３名、10年勤続６名が表彰されました。


