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少子高齢化や多様化する社会環境の中で

遠江厚生園

社会福祉法人

詠司
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第二遠州の園 施設長 鈴木

少子高齢化や多様化する社会環境の中で︑社会
的な弱者だけでなく︑全ての住民が安心して暮ら
せる地域共生社会の実現に向けた試みが全国で進
められています︒このような時勢において平成
年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律
のなかで︑社会福祉法人の責務として﹁地域にお
ける公益的な取り組み﹂を求められるようになり
ました︒
これは︑その法人が持つ資産や人材を活かしな
がら地域のニーズに即した独自の取り組みを企画
し︑社会生活上の支援を要する方々に無償又は低
額でサービスを提供することです︒これを受け第
二遠州の園において平成 年度より﹁さめじま元
気にし隊﹂と銘打ち︑様々な企画・運営を年間で
３〜４回程行ってきました︒健康体操やフラダン
ス︑カラオケといったレクリエーション的な催し
や︑衣料品や食料品︑介護用品等の販売会︑学習
型の催しとして介護保険の勉強会や口腔ケアの実
践講座︑トロミ剤の使い方︑非常食の実食体験な
どを行いました︒参加された方々は︑ご両親の介
護に直面している世代の方が多いため︑とても勉
強になったと好評を得ています︒初回の参加者は
僅か４名でしたが︑現在は毎回 名以上の方に参
加して頂けるようになりました︒これには地域の
民生委員︑地元の自治会やシニアクラブなど多く
の方々のご協力で︑多方面に声を掛けて頂いた結
果︑座る場所にも困るほどの盛況となっておりま
す︒
この取り組みは︑施設として地域に貢献させて
頂くことを目的としていますが︑逆に地域の皆様
に支えられて軌道に乗せることが出来た
のだと感謝しています︒この﹁さめじま
元気にし隊﹂が︑より多くの皆様に認知
さ れ︑地 域 に 根 ざ し た 活 動 に な る よ う︑
更なる充実を図ってまいります︒
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開園記念式典
遠州の園
6月8日に開園記念式典を
行いました。
今年は第39回（サンキュー！）
(*^̲^*)の年です。
来年はいよいよ40周年！
！

第二遠州の園
開園21周年記念式を4月1日に行い
ました！
！
！
「ここで、良かった」と言っていただける
施設を目指し施設長をはじめ、
職員一同頑張ります。
よろしくお願いします。

法人本部
4月1日に遠江厚生園 平成最後の入職式を行いま
した。
本年度は1名の職員が遠州の園の介護職員として入職しました。
新入職員からは「プリセプター（担当教育係）が1年間一緒に歩んで
くれるので安心して仕事に取組めます。3か月が経ち、職場の雰囲気
にも慣れ楽しく仕事をしています。」との声が聞かれました。これか
らの法人を担っていく大切な人財です。皆様の
ご支援ご指導のほどよろしくお願いします。

入職式

高齢者の夏バテ・
熱中症予防！！
1. 水分をこまめに摂りましょう。
（起床時、毎食時、10時、15時、就寝
前等の時間を利用し、1日1ℓ以上を
目安に飲むことをお勧めします。）

2. 夏の食事は「量」より「質」
です。①〜③の栄養素は夏バ
テに有効です。
①ビタミンB1…豚肉、ウナギ、大豆、
ほうれん草等
②アリシン…ニンニク、ニラ、
玉ねぎ等
③ビタミンC…レモン等柑橘類、
ピーマン、オクラ、ゴーヤ等

3. 部屋の環境を整えましょう。

職員研修
新入職員研修会を3月25日
から29日の５日間で行いまし
た。
法人の理念と方針から始ま
り、就業規則やマナー、感染症
対策やリスクマネジメント等の各委員会の講義、介護技術では
食事、排泄、入浴、口腔ケアなど多くのことを学びました。
また、上司や先輩方、法人内他施設の職員とも様々な話しが
でき、有意義な時間となりました。

①温度を測る。
②風通しを良くする。
③エアコン、扇風機を上手く活用する。

4. 外出時は下記の点に
注意しましょう。
①飲み物を持ち歩く。
（日傘や帽子も忘れずに！）
②日陰を歩く。
③朝、晩の比較的涼しい時間に外出
する。
遠州の園 主任看護師 永井

特別養護老人ホーム

遠州の園
〜ありがとう！の気持ちを込めて「美化活動」〜
5月22日に職員で草取り、ごみ拾いの美化活動を行
いました。
地域の方々にも、伸びた草木でご迷惑をお掛けして
いましたが、さっぱりときれいになりました。
蜘蛛に驚いたり、ミ
ミズにひるんだりと格
闘しながらの 美 化 活
動でしたが、職員の心
の 雑 草も取り除かれ
たようです。皆さんお
疲れ様でした(^○^)

特別養護老人ホーム

第二遠州の 園
〜のど自慢大会〜
毎年好評で恒例になった
のど自慢大会を今年も開催
しました♥
一人ひとりが、真剣に歌
いながらも時折見せる照れ
隠しの笑顔がとても素敵で
した♥
入居者の皆さんが楽しい
と、職員も笑顔になり、明る
い施設がさらに明るく感じ
たのど自慢大会でした

養護施設 磐田市老人ホーム

楽 寿 荘
〜クラブ活動！どれにしようかな〜
4月から始まった新しいクラブも含め、
１２のクラブ活
動が行われています。
入所の皆さんは、自分の興味のあるクラブを選び参加
しています。
脳トレや太陽バ
ンド、風船バレーに
ボーリングなど…
クラブ中には笑
い 声 が 響き、日々
の楽しみになって
います。
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〔遠州の園〕
見付傾聴ボランティア（傾聴）、介護相談員（傾聴）、山本
あや子（習字）、村田教子（生花）、大藤縫い物ボランティ
ア（縫い物）、安達勝（将棋）、杉山ひさ（ミニ花）、鈴木美
子（ぬいぐるみ衣装）、法雲寺（彼岸供養）
〔第二遠州の園〕
磐田市傾聴ボランティア（傾聴）、村田教子（生花）、池田
和世（習字）、神谷恵子（喫茶「さざなみ」）、磐田市民ボラ
ンティア、長野地区民生委員、日赤奉仕団、退女教（入浴後
の整髪、靴下着脱）
〔楽寿荘〕
顕修寺（草取り）、村田教子（生花）、遠州の園市民ボラン
ティア（シーツ交換）

体験実習
〔遠州の園〕
磐田市新規採用職員（介護体験）、磐田北高2年（実習）
〔第二遠州の園〕
磐田市新規採用職員（介護体験）

遠州の園

13：00〜16：00
14：00〜室内ステージに
「笛と太鼓のたのしい仲
間」がやってくる！
模擬店やバザー、大抽選
会もあるよ！

〔遠州の園〕
洋の会（歌）、大藤みんなの会（ミニコンサート）、すみれ
会（歌、踊り）
〔第二遠州の園〕
洋の会（歌）、鈴木俊博（ピアノ演奏）、遠州花笠会（踊
り）、古田善彦（口笛）、縁ジョイバンド（歌）、龍の子幼稚
園年長（ふれあい活動）、安間美恵子（折り紙）、佐藤勝彦
（オカリナ演奏）

寄

付

〔遠州の園〕
大藤シニアクラブ、鈴木、森岡（日用品）、小山、高橋（排泄
用品）、青島ふみよ（プルタブ）、浅利、鈴木（こいのぼ
り）、匿名（リハビリ用品）
〔楽寿荘〕
丸八真綿（敷布団）

遠州の園と第二遠州の
園ではバザーを開催しま
す。バザー品のご協力を
いただける方は各施設に
お声掛けください。

第二遠州の園

『遠州の園夏まつり』
8月4日（日）

演

『地域ふれあいまつり』
8月3日（土）
18：00〜20：00
17時受付 18時開始
フィナーレは20時の打ち上
げ花火！今年もバザーや模
擬店など盛り沢山でお待ち
しています！
！

楽寿荘

『楽寿祭』
7月27日（土）
11:00〜13:00
冷たいかき氷やたこ
焼きなど用意して待
っています☆☆

施設見学のご案内

特別養護老人ホーム遠州の園
0538-38-2145 相談員 藤原
特別養護老人ホーム第二遠州の園
0538-34-1165 相談員 赤堀

社会福祉法人

遠江厚生園

特別養護老人ホーム

〒438 - 0002 磐田市大久保 522 - 1
☎0538 - 38 - 2145

暑さが日々増していき、本格的な夏の季節がすぐそこまで
来ているようです。
『令和』という新元号が始まり 2 か月が経ちました。少しず
つ耳馴れてきたのではないでしょうか。昭和、平成、令和と三
世代を過ごしてきた私にとって、新たなスタートが切れた気
持ちになりました。
『令和』を引用したと言われている万葉集
の歌に書かれている「梅のように花を咲かせ蘭のように香
る」
ことができるように励んでいこうと思います。
（青木）

URL http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp

特別養護老人ホーム

遠州の園
住所
TEL

遠江厚生園 友の会のご寄付
に協力いただきありがとうご
ざいます。
5月13日に、友の会より車椅
子2台を第二遠州の園に購入さ
せていただきました。
ご寄付してくださった皆様
に感謝し
て大切に
使用して
いきます。

編 集 後 記

当法人では施設見学を随時開催しております。事前にお
電話等にてお問い合わせください。また、見学時に介護保
険サービス利用についてや入居のご相談もお受けいたしま
す。お気軽にご利用ください。
お問合
わせ先

●友の会●

磐田市老人ホーム

第二遠州の園
住所
TEL

〒438 - 0055 磐田市鮫島 1804 - 1
☎0538 - 34 - 1165

楽寿荘
住所
TEL

〒438 - 0017 磐田市安久路 1-19-2
☎0538 - 32 - 2913

