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極楽苑・香流川・西山通信

日進市香久山に流れる

小川沿いの桜並木

香流川緑道の

桜並木

牧野ヶ池緑地にて

新春号発行に際し
新年度のご挨拶を申し上げます。

桜満開の中、新年度が始まり、フレッシュな職員も加わり、私たちは新たな

事業目標に向けスタートを切りました。

一例を紹介させていただきますと、4月より極楽苑において「高齢者いきいき相談室」

を開設いたしました。地域の高齢者の身近な相談窓口として、介護保険、認知症、介護

予防、高齢者虐待、成年後見制度など、高齢者の方の生活の中で生ずる様々な問題に関

する質問・相談に対応してまいります。

一方、良質なケアを提供する為に、更なる介護力向上に向け、今年度も職員研修に力

を入れてまいります。持っている知識や技術を高め、実際のケアに活かし、ご利用者ご

家族の皆様が「笑顔」で安心した生活を送っていただけるよう、職員一同力を合わせ、

努めてまいります。

はなはだ簡単ではございますが、新年度のご挨拶とさせていただきます。

極楽苑・香流川

苑長 岩田 佳奈子

お花見特集

～今年もお花見スポットに出かけました～



特別養護老人ホーム極楽苑

極楽苑食事だより

4月より新体制となりました。入居者様が穏やかな気持ちで
生活して頂けるように、常に笑顔で日々精進してまいります。
どんな事でもお気軽にご相談くだい。

≪苑内初詣≫

2月3日は節分です。最近では恵方巻きを食べる風習が全国的に広がっていますね。
そこで、極楽苑でも巻き寿司の提供をさせて頂きました。【のり】の代わりに【薄
焼き玉子】で巻き、見た目も鮮やかに仕上がり、皆様「おいしいね。」と召し上が
られ、大変喜んで頂く事ができました。

主任管理栄養士 佐藤

5月 菖蒲湯

※世代間交流といたしまして、

毎月１回、極楽保育園の園児さんと

交流会を予定しております。

行事予定南館ケアマネジャー
西 徹男

相談員
渡邉 結子

相談員（新任）
大井 恵

北館ケアマネジャー
（責任者）服部 岳美

極楽苑ショートステイ

≪極楽保育園児との交流会≫

相談員
上村 裕樹

責任者（新任）
北村 朋也

季節の楽しい行事やレクリエーショ
ンを通して、安心して過ごして頂ける
ショートステイを目指し、職員一同真
心こめて取り組んでまいります。

今年３月より、サービス提供責任者と
なりました佐藤です。

在宅サービスは初めての経験ですが、
特別養護老人ホーム極楽苑ケアリー
ダーの経験を活かし、学びながら利用
者様により良いサービス提供が出来る
よう努めたいと思います。

極楽苑訪問介護事業所

サービス提供責任者
佐藤 祐子（新任）

サービス提供責任者
橋本 寛子

1月恒例の行事として白山宮の神主様に来て頂き、苑内初詣が行わ
れました。神棚を飾り付けた会場で神主様が挨拶をされると、一気に
凛とした空気に包まれました。祝詞をあげて頂き、巫女さんの御鈴の
儀・入居者様代表による玉串奉納を執り行い、ご健康とご多幸をお祈
りしました。また、楽しみのひとつとなっているおみくじは、入居者
様皆様にひいて頂きました。内容をご覧になり、嬉しそうにしていら
っしゃいました。

３月、年長組園児さんとの最後の交流会が
行われました。披露してくれた歌の歌詞が
“小学校に行っても頑張るよ”という内容で
胸が熱くなり涙ぐまれる利用者様もいらっ
しゃいました。また、利用者様が作成された
貼り絵もプレゼント。「頑張ってね」「いつ
でも遊びにおいでね」と利用者様に話しかけ
られ、園児さんたちも嬉しそうでした。１年
を締めくくる素敵な交流会となりました。



平 純奈
特別養護老人ホーム極楽苑

2月入職 管理栄養士

石田 浩二
特別養護老人ホーム極楽苑

３月入職 介護スタッフ

飯田 美智
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ステーション西山

2月入職 訪問介護スタッフ

大井 惠
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職 相談員

八巻 未夏
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職 厨房スタッフ

遠山 愛弓
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職 介護スタッフ

真田 藍
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職 介護スタッフ

下澤 莉奈
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職 介護スタッフ

皆様に喜んでいただける献立
作りに力をいれ、入居者様の身
近な存在になれる様に、笑顔で
努めていきます。

先輩スタッフから丁寧な指導
を受け、しっかりと知識を身に
つけ、誠実な介護ができるよう
頑張ります。

新しい職場環境で慣れない
事が多々ありますが、早く業
務を覚えたいと思います。男
性スタッフが少ないので、頼
られる存在になれるよう頑張
ります。

今まで高齢者と関わる仕事をし
て参りましたが、新しい職場、入
居者様ということで緊張していま
す。早く皆様の支援が出来るよう
努めていきます。

厨房で調理をするのは初め
てのことですが、先輩方に指
導して頂いて、入居者様にお
いしい食事をお届けしたいと
思います。

未経験からスタートしました。
他人にやさしく、自分に厳しく
頑張ってまいりますので、宜し
くお願いします。

大阪から引っ越してきたばかり
で分からないことも多いですが、
笑顔を絶やさず仕事に努めますの
で、ご指導・ご助言宜しくお願い
します。

入居者様に安心して過ごして頂
き「この人なら大丈夫」と頼られ
るような介護職員になっていきた
いと思います。

まだまだ分からない事ばかりで
すが、少しでも入居者様が安心し
て元気に過ごして頂ける様、頑張
ります。

渡邊 浩二
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ステーション西山

4月入職 訪問介護スタッフ

新職員紹介

松井 弘美
グループホーム香流川

３月入職 介護スタッフ

利用者様に寄り添い、
安心して過ごしていただ
けるよう、しっかりと仕
事を覚え頑張りますので、
宜しくお願いします。



4月・5月・6月行事予定表

デイサービスセンター極楽苑

≪初詣外出≫

年始めには、白山宮へ初詣に出掛けました。白山宮は足の神様をまつ
る「痛みとり石」があり、皆様願いを込めて石をなでていらっしゃいま
した。思い思いにお参りされた後は、たくさん種類のあるお守りをお孫
様の分まで真剣に選ばれる利用者様もいらっしゃいました。

≪節分会≫

２月初めには節分会を行いました。今年も年男・年女の方々は福の神
になって鬼退治をして頂きました。皆様の「鬼は外、福は内」の大合唱
で鬼退治は大成功でした。

≪アロマテラピー≫

２月中旬にはアロマテラピーと称して、スタッフによ
るハンドマッサージをさせて頂きました。柔らかな香
りの中、ハンドマッサージ・爪みがき、女性の方には、
ワンポイントでお花のネイルシールを貼らせて頂きま
した。「気持ちいいわ、ありがとうね」「若返った気
分だわ」等、皆様喜んでいらっしゃいました。

特別養護老人ホーム極楽苑リーダー、デイサービスセ
ンター極楽苑ケアリーダーの経験を活かして皆様のお役
にたてるように日々精進して参ります。今後とも宜しく
お願い致します。

相談員
菅沼 宏

責任者(新任)

新井 秀典

高齢者住宅西山

ボランテイア 喜次三(きじみ)会様に

よる三味線・民謡の鑑賞会が行われま
した。水戸黄門のテーマ曲から始まり
炭坑節まで10曲を演奏され、利用者様
も一緒に歌いながら手拍子をされ、楽
しそうに聞いていらっしゃいました。

3月はひな祭りのお祝い膳を振舞いました。
入居者様からも「楽しみね～」「綺麗だね」

という声がたくさんあり好評でした。
また、おやつには男雛と女雛の饅頭を提供さ
せて頂き、一層ひな祭りを感じられる日にな
りました。

１日～３日 桜外出

４日～１０日 習字クラブ

１１日～１７日 スポーツクラブ

１８日～２４日 音楽クラブ

２５日～２７日 園芸クラブ

２８日～３０日 ボランティア週間

４月

１日 ボランティア週間

２日～８日 料理クラブ

９日～１５日 苑外外出

１６日～１９日 アロマテロピー

２０日～２３日 野点

２４日～３０日 創作クラブ

３１日 スポーツグラブ

５月

２日～６日 スポーツクラブ

７日～１３日 音楽クラブ

１４日～２０日 ボランテｲア週間

２１日～30日 買い物外出

6月

※好評につき、今年度より年間６回、ボランティア週間を

設けます。 多くの利用者様にボランティアによる各種

披露を楽しんで頂けることと思います。



一年間、ご協力ありがとうございました。

高齢者福祉施設香流川

《地域密着型特別養護老人ホーム香流川》

愛知県で桃の節句に供えられる和菓子のひとつ、おこしも
のを作りました。米粉に緑やピンクの色を付け、型に入れ蒸
しあげました。「昔もつくったね」「あんたは上手だわ」と
にぎやかに作って頂きました。懐かしい味に話も弾んだ楽し
いひな祭りとなりました。

《グループホーム香流川》

新年を迎え、近くの神明社に初詣に出かけました。お賽銭
を入れ、お参りした後におみくじを引いて頂きました。
さて、今年の運勢はいかがでしたでしょうか。スタッフ一同
今年も皆様がお元気に過ごして頂けるようお祈りいたします。

《小規模多機能ホーム香流川》

料理クラブではお楽しみ焼きを作りました。見た目はたこ
焼きですが、材料はチーズやウインナーなど色々なものがは
いっています。丸くなるよう焼くのも一苦労で、スタッフよ
り利用者様の方が、手際よくひっくり返すのがお上手でした。
出来立てをおやつに召し上がって頂き、大変好評でした。

極楽小ＰＴＡ様 和太鼓の会様 フラダンス・JAフラダンス教室様 保育園児との七夕会

サックス・あやさと様 保育園児との交流会 極楽保育園の卒園児のみなさんとお別れの挨拶

平成２7年度に実施した地域交流の一部です。今年度も積極的に取り組んで参ります。

行事予定

5月 6月

地域密着型特養 しょうぶ湯 苑外外出

グループホーム しょうぶ湯 苑外外出

小規模多機能 オカリナ演奏会 苑外外出 *４月は、お花見外出といたしまして、香流川
沿いに満開に咲いた桜を見に出かけました。

※６月の外出先は計画中です。
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《掲示板》

〒465-0085 名古屋市名東区西山本通三丁目７番地の４

高齢者住宅西山（サービス付き高齢者向け住宅）

E-mail : nishiyama@trad.ocn.ne.jp

□定期巡回・随時対応型

訪問介護看護ステーション西山

TEL(052)783－2411  FAX(052)783－5003

《関連法人》ケアーサービス株式会社

□小規模福祉ホームしもかた

□グループホームいだか

□グループホームかなれ

TEL(052)385－8916  FAX(052)711－0551 

TEL(052)769－6151  FAX(052)775－8370

TEL(052)779－2101  FAX(052)779－2120

URL : http://www.takabarifukushikai.jp/社会福祉法人 高針福祉会

〒 465-0064  名古屋市名東区大針一丁目265番地 E-mail：gokurakuen@rapid.ocn.ne.jp

極楽苑

□特別養護老人ホーム 極 楽 苑 TEL(052)701－0707  FAX(052)704－4448

□極 楽 苑 シ ョ ー ト ス テ イ TEL(052)709－6607  FAX(052)709－6627

□デイサービスセンター極楽苑 TEL(052)701－9009  FAX(052)704－4448

□極 楽 苑 訪 問 介 護 事 業 所 TEL(052)703－8200  FAX(052)704－4448

□極 楽 苑 居宅介護支援事業所 TEL(052)709－5015  FAX(052)709－5016

〒465-0005 名古屋市名東区香流一丁目101番地

□地域密着型特別養護老人ホーム香流川 TEL(052)769－1120  FAX(052)769－1125

□グループホーム香流川 TEL(052)769－1120  FAX(052)769－1125

□小規模多機能ホーム香流川 TEL(052)769－1022  FAX(052)769－1125 

高齢者福祉施設香流川

TEL(052)783－3553  FAX(052)783－5003

※この広報に掲載した個人情報は、ご本人もしくはご家族の同意を得て掲載しています。

【高齢者いきいき相談室について】
平成２８年４月より、名古屋市の委託を受け「高齢者いきいき相談室」を開設いたしました。
健康・福祉・介護など、生活の中でのお困りごとなど、お気軽にご相談ください。

相談室名 極楽苑居宅介護支援事業所
開設日時 月曜～金曜 9：00～17：00
電話番号 052-709-5015

E-mail : kanaregawa@drive.ocn.ne.jp

【平成２８年度事業計画について】
高針福祉会のホームページに掲載させていただきます。 高針福祉会

【特別養護老人ホーム嘱託医・診察日時のお知らせ】
・極楽苑北館 マーガレットクリニック 松尾 大志医師 毎週木曜 13：15～15：15
・極楽苑南館 杉上クリニック 杉上 勝美医師 毎週火曜 13：30～14：30
・香流川 小沼内科 小沼 博嗣医師 毎週土曜 14：00～15：00

嘱託医と連携をとり、入居者様の健康管理をさせていただきます。

極楽苑は今年７月、開設２５周年を迎えます。
これからも地域の皆様のお役にたてるよう努めてまいります。


