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極楽苑・香流川・西山通信

田子ノ浦部屋

横綱 稀勢の里関・新大関 髙安関 来苑

６月２７日、大相撲名古屋場所前の稽古を見に、田
子ノ浦部屋宿舎へ極楽保育園園児さんが応援に行きま
した。翌日２８日には、横綱 稀勢の里関・大関 高安関

が一年ぶりに極楽苑に来苑され、意気込みや思いを熱
く語ってくださいました。両関取を応援しようと大勢
集まり、入居者様や園児たちで熱気にあふれました。
今場所のご活躍を期待しています。

特別養護老人ホーム極楽苑 行事予定

８月２３日(水) 北館夏祭り

８月２４日(木) 南館夏祭り

９月１８日(月) 北館敬老会

９月１７日(日) 南館敬老会

｢大きな手～。｣

と大喜びの園児

さんたちに、優

しくハイタッチ

をし、微笑む

横綱稀勢の里関。



高齢者住宅西山

【枝豆ご飯・味噌カツ】

高齢者福祉施設香流川

【菜めし・味噌カツ】
特別養護老人ホーム極楽苑

【鶏の柚子こしょう焼き・白桃】

そろそろ梅雨があける頃となりました。
今回のお食事は、極楽苑では、鶏の柚子こしょう焼き
・白桃、高齢者福祉施設香流川では、菜めし・鶏肉の
トマトソースがけ、高齢者住宅西山では、枝豆ご飯・
味噌カツと、初夏を感じて頂ける栄養満点のメニュー
をご用意させて頂きました。

極楽苑ショートステイ

当ステイでは、利用者様がご自宅で可能
な限り自立して暮らすことができるよう、
生活機能の維持向上を図るための個別機能
訓練を実施しています。
機能訓練指導員が一人ひとりの状態をお伺
いし、｢トイレに行くのが大変｣ ｢自宅のお
風呂に一人で入れるようになりたい｣等の
悩みやご要望に応じた個別リハビリプログ
ラムを作成いたします。各種様々なプログ
ラムに対応できるよう、トレーニング器具
を完備。さらに、ご希望の方にはリハビリ
後のマッサージやストレッチをさせて頂き
ます。個別機能訓練をご希望される方は、
担当ケアマネジャーもしくは、相談員まで
お問い合わせください。

【機能訓練指導員】
はり・あんまマッサージ師

仲谷 龍介

食事だより

7月・8月・9月行事予定表

≪東山動植物園外出≫

５月上旬、東山動植物園へ外出いたしました。
開園８０周年を迎えた園内は、展示施設など大規模改装が行
われ、「昔とずいぶん変わったねぇ。」と懐かしい思い出と
ともに皆様、大変驚いていらっしゃいました。今年で５才に
なった象の“さくらちゃん”が水浴びする様子や、生まれた
ばかりのカンガルーの赤ちゃんが母親のお腹から顔を出して
いる愛らしい姿を夢中になって見ていらっしゃいました。

※ 行事予定は、変更になる場合がございます。
ご了承願います。

1日～7日 音楽クラブ

８日～１４日 ボランティア週間

１5日～２１日 料理クラブ

２２日～２８日 創作クラブ

２９日～3１日 習字クラブ

7月
１日～４日 習字クラブ

５日～８日 流しそうめん

９日～１１日 夏祭り

１２日～１８日 スポーツクラブ

１９日～２１日 ボランティア週間

２２日～２８日 音楽クラブ

２９日～３１日 料理クラブ

8月

１日～４日. 料理クラブ

５日～1１日 創作クラブ

１２日～１８日 敬老祝賀会

１９日～２５日 習字クラブ

２６日～３０日 苑外外出

9月

デイサービスセンター極楽苑

≪七夕交流会≫

極楽保育園園児さんとの七夕交流会を２日間行いました。
初日の６月２８日は、星形に切った折り紙を貼り、リース
や吹き流しなどの飾りを「いっしょに作ろうよ。」と園児
さんに声を掛けられ、共同作業に会話も弾み、一緒に製作
を楽しんでいらっしゃいました。
２日目の７月６日は、七夕前日ということもあり、短冊に
願い事を書いて頂きました。園児さんが「いつまでも元気
でいてね。」と書くと「ありがとうね。」と嬉しそうに目
を細めていらっしゃいました。
最後に願いを込めて｢七夕｣を一緒に合唱し、楽しい交流会
となりました。



６月、北名古屋市にある昭和博物館へ
外出いたしました。館内に入ると、まる
で昭和３０年代にタイムスリップしたか
のように、懐かしい光景が広がっており、
利用者様も「これ、使っていたわ。」
「懐かしいわ～。」と
嬉しそうに展示品を
ご覧になっていらっ
しゃいました。

５月１６日・１９日に東山スカイタワー
へ外出いたしました。２日間とも快晴に恵
まれ、展望タワーからは名古屋市内を一望
することができました。方角を確かめなが
ら、ご自宅のある方向に身を乗りだされる
利用者様もいらっしゃり、久しぶりの外出
を満喫されていらっしゃいました。

５月、お好み焼きパーティを開きました。
入居者様自身が材料を刻んだり、混ぜたり
され、職員と一緒にホットプレートで焼い
て頂きました。ソースの焦げる香りに食欲
をそそられ「熱いけど、おいしいね。」と
焼きたてを嬉しそうに召し上がっていらっ
しゃいました。

行 事 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

グループホーム香流川 小規模多機能ホーム香流川

≪七夕交流会≫

７月４日・５日に西山保育園園児さんと七夕交流会を行いま
した。短冊づくりでは「おじいちゃん、おばあちゃんの願い事
はなんですか。」「ケーキが食べたいわ。」等、会話が弾み、
短冊に思い思いの願い事を書かれ、園児さんと一緒に笹に飾り
つけをされ、星に願いを届けました。園児さんの歌の披露では
利用者様も一緒に口ずさまれたり、手拍子をされる等、楽しい
時間を過ごされていらっしゃいました。

高齢者住宅西山

８月２７日(日) 夏祭り

９月１１日(月)

極楽保育園 園児交流会

９月１８日(月） 敬老会

AED講習会

当法人では、各施設内に
ＡＥＤを設置しています。
緊急時に対応出来るよう、定
期的に研修を行っております。

ボランティア活動説明会

６月２３日、名古屋市高年大
学の学生さんが来苑されました。
介護施設でのボランティア活動
の重要性や役割について、話し
合いの場がもたれました。

暑い日が続いております。
この時期は、熱中症にかかる
危険性があります。以下の予
防を行い夏を過ごしましょう。

1. 水分をこまめにとる
2. 塩分をほどよくとる
3. 睡眠環境を快適に保つ
4. 室温や衣類の調整を

行う

医務室だより
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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

現在使用の後期高齢者被保険者証は、
平成２９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 ： 山本ケアマネジャー
西ケアマネジャー

香流川 ： 安東管理者
西 山 ： 事務員 まで、ご提示ください。

社会福祉法人 高針福祉会のホームページに
掲載させて頂いております。

【平成２８年度事業報告】

【名古屋市介護サービス評価事業】

《お知らせ》

高針福祉会

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
２９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。

『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。

平成２９年７月３１日まで 平成２９年８月から

【後期高齢者医療被保険者証について】

なごや認知症カフェ
「えんカフェごくらく」

開催日時：毎月第二木曜日

午後１:３０～３:３０

「えんカフェごくらく」のイベント年間
スケジュールを別紙にてご案内させて頂きます。
皆様、お気軽にご参加ください。

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



