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極楽苑・香流川・西山通信

なごや認知症カフェ

「えんカフェごくらく」

１月１１日 お楽しみイベント

２月 ８日 みんなで学ぼう介護保険

『知って・見て・学ぼう③』

～自宅から通う・

泊まるサービスとは～

３月 ８日 みんなで学ぼう介護保険

『知って・見て・学ぼう④』

～施設での生活とは～

「えんカフェごくらく」は地域住民の方、認知

症の方、そのご家族が気軽に楽しく集うことが

できる場所です。認知症や各種介護サービ

スに関する相談ができ、仲間づくりや情報交

換などを行うことができます。

また、毎回様々なイベントや美味しいお茶菓

子をご用意しております。どなたでもお気軽に

ご参加いただけます。ぜひ一度お越しください。

▶オカリナ演奏会

綺麗な音色が響き渡り、
優雅な一時となりました。

▶健康体操

頭と身体を刺激する体操
で心も身体もスッキリ。

▶みんなで学ぼう介護保険
～福祉用具・住宅改修を知ろう～
見て・触れて・体感して
頂きました。

毎月第２木曜日

午後1時30分～

極楽苑 １階 喫茶コーナーにて

平成２９年４月スタートしましたカフェのご紹介☆
※詳しくは、ホームページもしくは各施設職員までお尋ねください。

謹 賀 新 年
旧年中は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本年は介護･医療保険法同時改定が4月に施行される等、大きな
環境変化が予想されます。介護業界として、厳しい現状（人材等）
が続きますが、「知恵」と「努力」を出し合い、乗り越えて参り
たいと思います。

本年も良質なケアを皆様にご提供できるよう、より一層努力
していく所存でございます。
今後とも、ご支援ご協力の程、お願い申し上げます。

皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶と
させていただきます。

皆様のご参加お待ちして
います♪

▶12月カフェのお菓子
パンケーキ
ミックスベリー添え

平成３０年 元旦

社会福祉法人 高針福祉会

理事長 加藤 重雄



極楽苑ショートステイ

≪保育園児交流会≫

１２月１３日(水)に極楽保育園 園児さんとクリ
スマス交流会を行いました。赤鼻のトナカイ、ジ
ングルベル、あわてんぼうのサンタクロースを元
気いっぱい歌ってくれた園児さん。その楽しい雰
囲気に誘われて、一足早く極楽苑にもサンタとト
ナカイが遊びに来てくれました。園児さんたちは
大喜び。「サンタさん来てくれて嬉しいね～。」
と園児さんに声をかけ、利用者様も一緒に楽しん
で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。

特別養護老人ホーム極楽苑

≪動物愛護センター外出≫

１０月５日(木)に名古屋市動物愛護センター
(千種区)へ外出いたしました。しっぽを振って
寄り添ってくる犬たちに「お～、かわいい。」
と体を撫でたり、膝に座らせたりと触れ合いを
楽しんでいらっしゃいました。

１月１７日(水) 苑内初詣

２月 節分会

３月 雛祭り会

デイサービスセンター極楽苑

行事予定

3・４日 新年会

５日～１５日 初詣外出

１６日～２２日 ボランテイア週間

２３日～２９日 スポーツクラブ

３０日～３１日 音楽クラブ

１月
１日～３日. 節分会

４日～５日 音楽クラブ

６日～１２日 料理クラブ

１３日～１９日 創作クラブ

２０日～２３日 ボランティア週間

２４日～２６日
ハンドマッサージ

　映画鑑賞

２７日～２８日 習字クラブ

２月

１日～５日 習字クラブ

６日～１２日 スポーツクラブ

１３日～１９日 音楽クラブ

２０日～２６日 料理クラブ

２７日～３１日 桜外出

３月

▴栗ぜんざい

▴演奏にあわせて腕を

動かす利用者様

▴犬とふれあう入居者様

指を使ってのゲームでは
皆様、真剣▶

▴じゃんけん手遊びで大盛り上がり ▴サンタとトナカイの登場☆

１月・２月・３月行事予定表

▲芋･粉をこねるご様子

≪鬼まんじゅう作り≫

１０月料理クラブでは、季節に
なぞらえ鬼まんじゅう作りを行い
ました。利用者様は慣れた手つき
でお芋の皮をむきながら、「昔は
よく作ったもんだよ。」と懐かし
そうに会話をされました。皆様、
蒸したてのホクホクの鬼まんじゅ
うを「おいしいねぇ。」と召し上
がっていらっしゃいました。

≪文化祭≫

１１月１日(水)～７日(火)の
一週間、文化祭を開催いたしまし
た。ボランティアさんによる演奏
会、職員による大正琴の演奏やよ
さこい踊り、文字クイズ等出し物
で皆様に楽しんで頂きました。
ボランティアさんの演奏会では、
歌に合わせて腕を動かすゲームが
あり「おもしろいねぇ、よう考え
てあるわ。」と喜んで参加して頂
くことが出来ました。

◀冬といったら
やっぱり温かい
ぜんざいだねぇ～

≪おやつレクリエーション≫

１１月１０日(金)に南館、２８日(火)に北館で、
『栗入りぜんざい』(ぜんざいが難しい方には栗の
ペースト入りの『おしるこ』)を、召し上がってい
ただきました。
両日共に寒い日だった事もあり、入居者様は温か
いおやつに舌鼓。いつも以上にキラキラした笑顔
で、見ている職員まで幸せな気持ちになる事がで
きました。
今後も、このような心も体も温まるレクリエー
ション実施していきたいと思います。



１０月１７日(火)、名古屋城へ外出
いたしました。入場すると『名古屋城
おもてなし武将隊』に迎えられ、一緒
に記念撮影。城内の原寸大しゃちほこ
の展示をご覧になり、「こんなに大き
いものが天守に備わっていたのか。」
とあまりの大きさに驚いていらっしゃ
いました。広い城内を隈なくご覧にな
り、満足して頂くことができました。

１０月１８日(水)、名古屋市農業センター
(天白区)に外出いたしました。ちょうどハロ
ウィンのユニークなかぼちゃたちが飾られて
あり「変わったかぼちゃだね。」と眺めてい
らっしゃいました。

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

高齢者住宅西山

新入職員紹介

野村 恵美

地域密着型特別養護老人ホーム香流川

１１月入職 介護職

初めてのことばかりですが、
早く一人前の介護スタッフと
なり、入居者様のお役に立て
るよう頑張ります。宜しくお
願いいたします。

≪クリスマス・ デザートパーティ≫

１月 書き初め大会

１月１７日(水) 苑内初詣

２月 節分会

３月 雛祭り会

行事予定

食事だより

高齢者住宅西山高齢者福祉施設香流川特別養護老人ホーム極楽苑

【あんこうの唐揚げ
野菜あんかけ】

【たらの西京焼き】 【天むすと茶碗蒸し】

１１月２日(木)、覚王山日泰寺(千種区)に外
出いたしました。五重の塔を見上げ「まあ、
この高さにはびっくりやわ。」と感心されて
いらっしゃいました。参道のお店では「団子
がいいわ。おでんも食べたいわね。」と談義
され、結局両方とも召し上がり、満喫した外
出となりました。

寒さがひとしお身に染みる頃となりましたね。寒いと自然と
体に力が入り、動きも鈍くなってきます。そこで、各々の施設
では体の芯から温まるような献立を考案しました。
極楽苑では、あんこうの唐揚げ野菜あんかけ、香流川は、たら
の西京焼き、西山は天むすと茶碗蒸し。皆様、冬の訪れを感じ
つつ、温かい料理をおいしそうに召し上がって頂く事ができま
した。今年も季節感ある献立作りに努めて参ります。

▲団子が柔らかくて
おいしい～☆

▲おもてなし武将隊と記念撮影

▲原寸大しゃちほこ
は大迫力

▲五重の塔を見上げるご様子

▲花壇の前で▲ハロウィンの飾り

▲菊人形の前で

行楽の秋 外出特集

１２月２３日(土) ボランテイア ライラックの皆様に

お手伝い頂き、初めての試みとしてクリスマス・デザート
パーティーを行ないました。
利用者様は、色とりどりのクリスマスデザートに「きれい
ね。」と歓声をあげられ、楽しそうに選んでいらっしゃい
ました。パーティー会場はクリスマスツリーやポインセチ
アで彩られ、クリスマスソングを流し、雰囲気も楽しんで
頂くことができました。

▼どのケーキも

美味しいわ▼全部食べたいな▼どれも美味しそう♪
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※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。

高針福祉会

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

【名古屋市介護サービス事業者ユーザー評価】
ユーザー評価アンケートへのご協力あり

がとうございました。
名古屋市介護サービス事業者連絡会事務局
にて集計作業が終わり、評価結果が届きま
した。
皆様からの声を真摯に受け止め、サービス
の質の向上に一層努めてまいります。各事
業所の評価結果・改善コメントは、６月中
に公表される予定となっております。

【ホームページリニューアルしました】

《 お知らせ 》

特別養護老人ホーム極楽苑・香流川入居
者様への秋季健康診断を例年通り実施いた
しました。また１１月にはインフルエンザ
予防接種も行ないました。この時期、ノロ
ウィルス・インフルエンザ等の流行が報じ
られています。感染予防として、入居者
様・利用者様には手洗い・うがいを行って
頂いております。ご面会の際には、インフ
ルエンザ・風邪等の感染拡大防止にご協力
を お願いいたします。

今回のリニューアルでは、採用活動についての
ページを一新いたしました。職場風景を多く盛り込
み、施設の雰囲気を感じ取ることのできる、動きの
あるものとなりました。また、スタッフの一日の仕
事の流れや、研修制度・福利厚生制度についても、
以前より内容をわかりやすくお伝えできるものと
なっております。よろしければ、ぜひ一度ご覧くだ
さい。

【赤い羽根共同募金について】

名古屋市名東区共同募金委員会へ寄付させて頂きました。

ご協力ありがとうございました。

【健康診断・予防接種】


