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極楽苑・香流川・西山通信

≪七夕交流会≫

今年も極楽保育園の園児さんと七夕交流会を行いました。

笹飾り作りでは、星形に切った折り紙で七夕リースや輪っかつづり等、たくさんの種類の

飾りを作りました。「できあがったよ～、かわいいでしょ。」と見せてくれる園児さんに目
を細めて「上手にできたね。」と褒めていらっしゃる姿がとても微笑ましい光景でした。

短冊作りは「おじいちゃん、おばあちゃんの願い事は何ですか。」と園児さんに尋ねられ

「元気で長生きしたい。」「足がよくなりますように。」等、思い思いに願い事を伝えてい
らっしゃいました。

歌の披露では、入居者様の願い事を空に届けてくれるくらい元気な歌声が響き渡り、楽し

い交流会となりました。これからも、世代間交流を大切に続けてまいります。

行事予定

8月22日 (月) 北館・夏祭り

24日 (水) 南館・夏祭り

9月18日 (日) 北館・敬老会

19日 (月) 南館・敬老会

特別養護老人ホーム極楽苑

≪ 田子ノ浦部屋 稀勢の里関・高安関 来苑 ≫

名古屋場所前の6月29日（水）、極楽苑に田子ノ浦部屋親方、稀勢の里関、高安関が来苑
されました。
日本の国技である相撲は、高齢者にとって１番の楽しみのスポーツです。

朝からサインをもらおうとＴシャツを用意し、楽しみに待っていらっしゃた入居者様、
力士登場に感動の涙を流された入居者様、大きなお腹をさわったり、
握手して「応援しています。」「頑張ってくださいね。」と声援を
おくられた入居者様等、感動と喜びに溢れた貴重な時間を過ごして
頂くことができました。

笑顔で真摯に対応してくださった稀勢の里関、高安関。
名古屋場所でのご活躍を心よりお祈りいたします。
入居者様が楽しみにしている相撲中継。
今年は特に熱のこもった応援が聞こえそうです。



7月・8月・9月行事予定表

デイサービスセンター極楽苑

≪外出≫

５月中旬に、久屋大通庭園フラリエ（旧：ランの館）へ出掛けま

した。道中、街並みを眺め「懐かしいわ、よく買い物にきたわ。」
など話が弾んでいらっしゃいました。庭園内は、緑と鮮やかな花々

に溢れ、ボランティアスタッフや職員と会話を弾ませながら、ゆっ

くり散策したり、売店に並ぶきれいなお花を購入される方もいらっ
しゃいました。

≪ガーデニング≫

毎年野菜作りを行っていますが、今年は利用者様参加型のガー

デニングを行う為、デイルームにプランターを持ち込みガーデニ

ングの時間を楽しんでいます。皆様に参加していただき、春先に

は、冬に植えたにんじんを収穫し、調理しておいしくいただきま

した。男性の方に土を耕していただき、きゅうり・ピーマン・ミ

ニトマト・なすの苗を植えました。きゅうりやミニトマトは収穫

できるまでに成長しました。ご自身で植えた野菜の成長を皆様、

楽しみにしていらっしゃいます。

１日～５日 料理クラブ

６日～１２日 創作クラブ

１３日～１９日 敬老祝賀会

２０日～２６日 習字クラブ

２７日～３０日 苑外外出

９月

極楽苑ショートステイ

６月２２日（水）、プラスチックの板を使用した、ス
トラップ作りをしました。１０㎝角の板に好みの絵を描
き、色を塗って頂きオーブントースターで焼くと半分ぐ
らいの大きさになります。冷ました板に紐を付ければ出
来上がりです。皆様、思い思いに描き、個性的で味わい
がある作品に仕上がりました。「かばんにつけるわ。」
と喜んでいらっしゃいました。

≪個別機能訓練について≫

当ステイでは、ご利用者の皆様の生活機

能向上を目的として、専従の機能訓練指導

員を配置しています。個別機能訓練計画に

基づき、お一人おひとりの状態に応じたリ

ハビリを行うことで、心身の状態回復及び

健康維持を図っています。リハビリを終え

たご利用者様からは「体が軽くなった。」

「足のむくみがとれた。」等、毎日喜びの

声を聞くことができます。ご希望の方は担

当ケアマネジャーもしくは、当ステイ相談

員までお申込みください。

機能訓練指導員 仲谷 龍介 ►

（あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう師）

１日～4日 スポーツクラブ

５日～８日 流しそうめん

９日～１１日 夏祭り

１２日～１８日 習字クラブ

１９日～２5日 音楽クラブ

２６日～２９日 ボランティア週間

３０日～３１日 料理クラブ

8月

１日～７日 習字クラブ

８日～１４日 料理クラブ

１５日～２１日 創作クラブ

２２日～２８日 ボランティア週間

２９日～3１日 スポーツクラブ

７月



8月28日 (日) 香流川夏祭り

9月19日 (月) 敬老会（予定）

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》

５月３日～５日、入居者様に菖蒲湯に入っていただきました。
菖蒲は昔から邪気や悪鬼を祓う薬草といわれています。厄祓いを
目的として菖蒲湯に入り、無病息災を祈っていたそうです。
葉の爽やかな香気が漂うお風呂に「気持ちがいいね～、いい香り
だね。」と大変喜んでいらっしゃいました。

《グループホーム香流川》

屋上にて季節の花や野菜の苗を植え、皆様で成長を見守っ
ています。天候の良い日は、面会に見えたご家族様と一緒に
水やりをされ「きれいに咲いたね。」など会話を楽しんでい
らっしゃいます。

《小規模多機能ホーム香流川》

５月18日（水）・19日（木）、東山動物園に出掛けました。
利用者様の中には、かつてお子様を連れて来られたこともあ
り、馴染みのゾウの前では「昔、ここに来たな。」と懐かし
そうに話されたり、話題のゴリラの名前（シャバーニ）を呼
んで喜んでいらっしゃいました。皆様「楽しかったわ。」
「来月はどこに行けるかな。」と外出を心待ちにしていらっ
しゃいます。

新入職員紹介

森 雅美

高齢者住宅西山

５月入職 厨房スタッフ

介護施設で３年半調理
に携わり、高齢者の
方々の食事作りの重要
性を強く感じました。
経験を生かし、新しい
ことも沢山学んで精一
杯努めさせて頂きます。

荒井 祥恵

地域密着型特別養護老人ホーム

６月入職 介護スタッフ

利用者様が穏やかに
生活して頂けるよう、
努めていきたいと思
います。そして利用
者様から頼りにされ
る介護スタッフを目
指し、頑張ります。

食事たより

梅雨到来で、ジメジメと蒸し
暑い日が続いています。少しず
つ「夏バテ」という声も聞かれ
るようになり、食欲がなくなる
方もいるのではないでしょうか。
そんな中、それぞれの施設では
旬の食材を使った季節食や手作
りおやつなど、食欲を少しでも
増進してもらおうと日々工夫を
凝らした食事提供をさせて頂い
ています。

高齢者福祉施設香流川での
季節食（あじの塩焼き）

極楽苑での季節食
（じゃこと大葉の混ぜご飯・メロン）

高齢者住宅西山 手作りおやつ
プリンとどら焼き

行事予定



《お知らせ》

【熊本地震義援金】

4月におきました熊本地震で被災された皆様

にお見舞い申し上げます。極楽苑・香流川・西

山 ３施設にて総額150,000円義援金が集まりま

した。６月１日に名古屋市老人福祉施設協議会

を通じ、全国老人福祉施設協議会へ、そして熊

本県老人福祉施設協議会へ送金致しました。

【後期高齢者医療被保険者証について】

現在使用の後期高齢者被保険者証は、

平成28年7月31日の期限となっており、

新たなものが7月下旬頃住所地に送られ

てきます。新しい保険者証が届きましたら、

極楽苑：服部ケアマネジャー

西ケアマネジャー

香流川：安東管理者

西 山：近藤管理者 まで、ご提示ください。

【名古屋市介護サービス評価事業】

昨年１１月にご協力いただきました『名古屋

市の介護サービス評価事業』の個別評価結果が

平成２８年６月３０日から各区役所の福祉課窓

口や、名古屋市のインターネット上で公開され

ております。ご覧ください。

『NAGOYAかいごネット』

http://www.kaigowel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top

この評価結果を真摯に受け止め、事業運営の

改善とサービスの質の向上に一層努めてまいり
ます。

７月１日より１８時３０分に正面玄関を施錠しております。

ご面会や利用者様のお迎えにお越しの際は、宿直者が開錠いたしますので

玄関横のインターフォンをご利用下さい。

また、車でお越しの場合、時間帯によって駐車場が混雑することがあります。

業者（営業・保守点検）も駐車いたしますので、ご迷惑をお掛けいたしますが、

ご理解・ご協力をお願いします。

※宿直者が緊急時対応や電話対応など行なっている場合は、開錠までお時間が

かかる場合がございます。ご了承下さい。

極楽苑よりお願い

【高齢者肺炎球菌予防接種】

高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の定期接種が

行われております。各自治体による助成制度も

ございます。入居者の皆様で接種を希望される

方は８月１日までに各担当者までご連絡下さい。

極楽苑：服部ケアマネジャー

西ケアマネジャー

香流川：安東管理者

※在宅サービスをご利用者の皆様におかれまし

ては、かかりつけ医にご相談のうえ、接種さ

れることをお勧めいたします。

平成２８年７月まで 平成２８年８月から

【事業報告】

平成27年度事業報告については、高針福祉
会のホームページに掲載させて頂きます。

高針福祉会

http://www.kaigowel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top


名東鯱友会ライラックの会様、地域のボランティア様のご協力により喫茶サービスを開催しています。

地 域交流会

～デイサービスセンター極楽苑のボランティア週間・外出でご協力いただきました～

あやさと様（サックス演奏） ゆいまーるず様 （沖縄民謡）

豊寿会様 （日本舞踊）

ライラックの会城会長、当苑苑長にて説明会を行いました。
ライラックの会においては、会員の高齢化が進み、会員増強が急
務となっています。施設側としても、利用者様の憩いの場となっ
ている地域交流の存続は、必要不可欠と考えております。
多くの方にボランティア活動の必要性を知って頂くため、これか
らも普及活動を続けてまいります。

～買い物外出 ボランティアさんと一緒～

華の会様（歌謡ショー・踊り）

極楽苑

毎週 月～土曜日 13：30～15：30

１Ｆ ｃａｆｅごくらく での喫茶サービス

※土曜日はカラオケ喫茶を開催しています

名古屋市高年大学の生徒さん 極楽苑に来苑

高齢者住宅西山

毎週 火曜日・土曜日 13：30～15：30

１Ｆ ｃａｆｅにしやま での喫茶サービス

ご家族、地域の皆様もお気軽にお立ち寄りください。お待ちしています。

～ボランティアの皆様との交流～

カラオケ喫茶で歌を楽しんでいらっしゃる様子（ｃａｆｅごくらく） 注文される様子（ｃａｆｅにしやま）

～ボランティア活動の理解と

普及の必要性について～
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≪高齢者住宅西山・管理者就任挨拶≫

５月より管理者に就任いたしました近藤正子です。

今までの経験を元に入居者の皆様に快適な生活を提供

できるように真心をこめて、ひとつひとつ物事を進め

てまいります。至らない点もあるとは思いますが、

日々精進してまいりますのでよろしくお願い致します。

URL : http://careservice.co.jp                             E-mail : nishiyama@careservice.co.jp 

〒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

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

高齢者住宅西山

≪七夕交流会≫

7月4日、8日の二回に分けて西山保育園園児さんとの七夕交流会を行いま

した。西山では今年初めての交流会だったため、園児さん一人ひとり大きな

声で自己紹介してくれました。その度に、うんうんと頷きながら嬉しそうに

拍手していらっしゃった入居者様。自己紹介が終わると、七夕と季節にちな

んだ歌を３曲披露してくれるのを、入居者様も手拍子をしながら聞いてい

らっしゃいました。 また、園児さんと色とりどりの短冊に「どんなこと、お

願いするの？」「願い事叶うといいね。」と話しながら書き、一緒に笹に飾

りつけをして願いを込めました。最初は緊張していた園児さん達でしたが、

入居者様の語りかけに緊張もほぐれたのか、帰る頃には笑顔いっぱいでした。

最後に入居者様一人ひとりと握手をして、楽しい交流会となりました。


