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愛日荘園だより

ボランティアの方から
ご挨拶です！

川澄泰子様

末永幸子様

菊池トメノ様

今回は、愛日荘園デイサービスセンターに来て
いただいているボランティアの皆様です。現在、
３名の方にご協力をいただいており、利用者様の
見守り、語らい、整容などを行っていただいてま
す。向かって左から川澄様、末永様、菊池様です。
ボランティアを始めたきっかけなど、一問一答
形式で質問をしてみました！

あ い に ち
生き活きメモ

平成28年10月20日

Ｑ１．ボランティアをされて何年ですか？
Ａ１．川澄様：７年、末永様：４年、菊地様：７年
Ｑ２．何をきっかけに行いましたか？
Ａ２．川澄様：ボランティアに行っている方の話を
聞き参加しました。
末永様：仕事を退職後、何か自分で行えるこ
とがないか考えていた時にボランテ
ィアを知った。
菊地様：健康勉強会へ出席した事がきっかけ
です。
Ｑ３．ボランティアをやっていての感想をお聞かせ
て下さい。
Ａ３．川澄様：皆さんがニコニコしている顔を見る
と嬉しい。
末永様：職員の大変な苦労が感じられた。
菊地様：お世話をする喜びを実感した。
Ｑ４．最後に何か一言お聞かせ下さい。
Ａ４．川澄様：１１月に７７歳になりますがもう少
し頑張りたいです。
末永様：これからも行っていけたらと思って
います。
菊地様：週二回の楽しみなのでこれからも
よろしくお願します。
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おかげさまで愛日荘園だよりは
「１００号」を迎えることができました！

では、どのようにノロウイルス感染を防げるの
か？自宅で出来る予防法をご紹介しましょう！

【感染を防ぐには】
まずは食品を取り扱う人が食品を汚染しないこと
が大前提となります。
①調理や食事の前は必ず手を石鹸で洗う
こんにちは。少しずつ涼しくなり、秋の訪れを感じ
②肉や魚などの生鮮食品は消費期限を確認して、早
られる季節になりましたね。これからの時期に注意し
めに調理をする
ていきたいのが感染症です。今回の生き活きメモは医
③冷蔵庫内では肉や魚はビニール袋に入れ、他の食
務科と栄養科の２つの部署から、感染症の予防策をお
品に肉汁が付かないようにする。
話ししたいと思います！
④まな板や包丁などは塩素で消毒する（ノロウイル
ス菌は塩素消毒が有効）
抗体力の弱い小さいお子さんや、高齢者の方に特に
注意して欲しいのが、感染力が強いノロウイルスです。 ⑤生ものは十分に加熱する。中心部を８５℃で１分
間以上の加熱が必要
【ノロウイルスの原因】
（目安）卵焼きで例えると半熟が６０℃前後、中ま
有名なのは牡蠣などの二枚貝、加熱不十分な肉など
でしっかり火が通っていると７０℃以上になってい
です。
ます。
また、ノロウイルス感染者からの間接的な感染とし
調理時に少し意識してみるだけで、ノロウイルス
て、スイッチやドアノブなどの接触を介して手指にウ
菌による食中毒を発生させないことができます。ご
イルスが付着することもあります。感染者の便や吐物
家庭でも実践してみてくださいね！
を介しても感染します。公共トイレは要注意です！

第２回
「感染症に注意しましょう！」

職 員 募 集 の お 知 ら せ
愛日荘園では、介護士として一緒に働いて
いただける方を募集しております。
詳細については、お問い合わせください。
愛日荘園 TEL：024-588-1120 担当：松浦

【編集後記】
こんにちは。
特養ホーム看護師の板垣です。夏も終わり、少し
ずつ涼しくなりやっと私の好きな季節がやってき
ました。気温差の激しいこの時期なので、利用者
様の健康管理に注意し、毎日楽しく元気に過ごし
て頂けるよう、努めていきたいと思います。

いつも「愛日荘園だより」をご覧いただき、ありがとうございます。開設当時から発行し
ておりました本誌は、多くの皆様のご協力により、１００号迎えることができました。
利用者の皆様や行事の様子、地域とのふれあい、ボランティアの方々との活動など、多く
の情報を愛日荘園の関係の方々へ発信してきました。今後も、より一層の内容の充実に努め
てまいりますので、何卒、よろしくお願いいたします。
広報誌委員会 委員長 荻野典昭
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平成28年
愛日祭

愛日祭プログラム

８月２１日（日）、毎年恒例の愛日祭も、今年は、新た
な試みとして、これまでの夕方からの開催から変わり、日
中開催となりました。祭の内容も、模擬店のほか、ゲーム
ブースや愛日荘園雑貨市、協力企業様の展示ブースも設け
ました。雑貨市はおおなみ学園様、展示はハッピーケア様、
クリニコ様にご協力いただきました。
お蔭様にて各ブースともたくさんの方にご利用いただき、
好評のうちに無事閉会しました。

オープニング
～社交ダンス～
○閉会のことば
～社交ダンスパートⅡ～
○アトラクション
フラダンス
「福島フラスクール様」
職員によるバンド演奏
「Ｔｈｅ Ａｉｎｉｃｈｉ」
カラオケ大会
○太雷神社祭りばやし保存会の
皆様による納涼盆踊り
○閉会

＼ フラダンス ／

＼ 社交ダンス ／
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大波住吉神社の三匹獅子舞
ならびに鬼舞の来訪

１０月９日（日）、住吉神社の秋の例大祭
にあわせて、福島市の指定無形民族文化財
に指定されている、大波住吉神社の「三匹獅
子舞ならびに鬼舞保存会」の皆様がご来園さ
れ、三匹獅子舞をご披露いただきました.。
利用者の皆様も、舞に合わせて体を動かし
たりして、楽しんでいらっしゃいました。
大波勝弘会長をはじめ保存会の皆様には今
回の訪問、誠にありがとうございました。来
年の訪問も楽しみにお待ちいたしております。

愛日荘園で配食サービスを
実施しております！

＼ 納涼盆踊り ／

食べておいしく、目で見ても楽しめる
色鮮やかなお弁当です。
加藤様ご夫妻には、社交ダン
スを披露していただきまし
た！曲目ごとに替わる衣裳は、
どれも素敵でした♪

福島フラスクールの皆様には、
南国ムード溢れるフラダンスを
ご披露いただきました。

太雷神社 祭ばやし保存会の皆様
には、見事な笛太鼓の演奏をし
ていただき、気持ちよく踊る事
ができました。

平成28年10月20日

愛日荘園では、福島市の委託指定を受け、３月
中旬頃より地域の高齢者向け食事宅配サービスを
実施いたしております。
本サービスは、在宅の要援護高齢者等の皆様に
対し、福島市が指定する事業者により昼食の配送
を行います。こうした皆様の、食事の確保と安否
の確認、介護の重度化防止と自立支援を行うこと
が目的となっております。
詳細についてはお気軽に下記までお問い合わせ
ください。

【問合せ先】
愛日荘園指定居宅介護支援センター
佐藤・星・牛坂

大波風景写真
見事なヒマワリが咲きました！

アトラクション紹介
＼ 職員バンド「The Ainichi」／

愛日祭のために結成された、職員による
バンドです！

＼ カラオケ大会 ／

カラオケ大会には、利用者様・ご家族・
職員が参加しました！

６月２６日（日）、大波城址でヒマワリの
種まきが行われました。愛日荘園の職員も大
波地域の皆様と一緒に参加させていただき、
たくさんのヒマワリの種をまいてきました。
８月になると。咲き始め、お盆を過ぎるこ
ろには満開となり、すぐ前を通っている国道
１１５号線からも綺麗な黄色に覆われた大波
城址みることができました。
種まきの様子
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特養ホーム
行事の様子
バーガーショップへお出かけ！
８月２３日（火）、連日の暑さを吹き飛ば
すべく（？）ハンバーガーショップへお茶を
飲みに出かけました。
店内に入り、まずはメニューを確認。ハン
バーガーやスイーツなどいろいろありました
が、暑いときは冷たい飲み物が一番。オレン
ジジュースを注文し、ゆっくりとおしゃべり
を楽しみました。帰りには知り合いの方と再
会し、思いがけない出会いに感謝しました。

デイサービスセンター

平成28年10月20日
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あじさい園見学

福祉用品・栄養補助剤
展示ブース
クリニコ様＆ハッピーケア様

７月８日（金）、松川の土合舘公園へあじ
さい見学に行きました。
特養ホームで土合舘公園へ行くのは初めて
だったので、その日が来るのを心待ちにして
おりました。広い公園に青・紫・白・ピンク
等、色とりどりのあじさいが美しく咲いてい
て大感激！葉っぱの上に小さなカエルを見つ
けたりして、梅雨の季節を大いに楽しむこと
ができました。

父の日会の様子

平成28年
愛日祭
ひとこま

行事の様子
楽しい外出！

デイサービスセンターでは、６月に父の日
会を行いました。
男性利用者の皆様へプレゼントとして職員
から今年はタオルを利用して手作りした「花
飾り」をプレゼント。
男性利用者の皆さまの嬉しそうな表情が印
象的でした。

会場の皆様が参加しての
じゃんけん大会
６月、デイサービスセンターでは、信夫山散策や
ヤクルト工場見学、あやめ園などに外出してきまし
た。
展望台から福島の街並みを見たり、あやめ園の綺
麗に咲いた花々を見て、利用者の皆さまは「気分転
換が出来た！」と笑顔が多く見られました！

平成28年10月20日
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出雲篤子さんの
押し花アート展＆ワークショップ

９月１１日（日）、特養ホームでは敬老会を行いました。
今年は、米寿を迎えられた方が４名、喜寿を迎えられた
方が３名、１０３歳の方も１名おりました。お祝いの花束
や記念品などの贈呈があり、喜んでいる様子が印象的でし
た。
アトラクションでは、おかやま保育園園児の皆様、はた
ち会の皆様、大波ジャディスクラブの皆様にご協力いただ
き、敬老会を大変盛上げていただきました。
今後も利用者の皆様が元気で過ごしていただけるように
職員一同、頑張ります。

６月４日（土）から２４日（金）の間、愛日荘園ふれ
あいギャラリーの第１回企画展として、出雲篤子さんの
押し花アートの展示会を愛日荘園で開催いたしました。
来場された方々は、繊細に表現された押し花アートを
見て感動している様子でした。
また、アート展最終日の６月２４日（金）には「押し
花ワークショップ」が開かれ、利用者の皆様、ご家族、
職員が出雲先生から実際に押し花アートを教えていただ
きました。

特養ホーム

大波ジャディスクラブ様による
ダンス
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はたち会様による懐メロ・唱歌
おかやまこども園、園児の皆様によ
る太鼓演奏

愛日荘園ふれあいギャラリー
展示作品を募集しております。
写真、パッチワークなど当園の
スペースを利用して作品を展示
してみませんか？３ヶ月に一度、
開催いたしますので、お気軽に
ご連絡ください。

デイサービスセンターでは、９月２１日
から３日間、敬老会を行いました。
職員による寸劇「浦島太郎」では、利用
者の皆様のたくさんの笑顔で、大変明るい
雰囲気になりました。
皆さんで紅白まんじゅうを食べ、職員か
らのお祝いのプレゼントもあり、終始和や
かな敬老会となりました。

デイサービス

寸劇「浦島太郎」の様子

総合防災訓練
６月１２日(日)、総合消防訓練を行いま
した。
訓練は実際の火災を想定した利用者の皆
様の誘導をはじめ、消火栓を実際に使用し
ての放水訓練等が行われました。
当日は天候にも恵まれ効果的な訓練を行
うができました。
施設防災協力員、大波女性防火クラブの
皆様方には今回も多数のご参加ありがとう
ございました、訓練の指導や皆様からいた
だきました貴重なご意見を今後の施設防災
を考える上で役立てたいと思います。
今後とも御理解、御協力よろしくお願い
いたします。

