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名東区 香流川緑道の桜並木

名東区 牧野ケ池緑地

お花見特集 2018

極楽苑 中庭

春季号発行に際し
新年度のご挨拶を申し上げます。

今年も新職員が加わり、気持ち新たにスタートいたしました。

昨今の厳しい人材不足の中、経験者や有資格者の職員が採用できま

したこと、大変嬉しく、大切に育てて参る所存です。一日も早く皆様
のお役に立てる様、研修や教育に力を入れて参ります。

さて、介護医療報酬同時改定がこの４月に行われました。介護は全

体で0.54％のプラス改定となりましたが、厳しい経営状態が続くこと
には変わりはありません。介護を取り巻く情勢が大きく変化する中で、

私たちは、社会福祉法人の役割や責任をしっかり受け止め、法人が目

指す地域貢献の取り組みとして、「高齢者いきいき相談室」「認知症
カフェ(名称：えんカフェごくらく)」「世代間交流」「中学生学習支

援｣「大学や専門学校の実習生受入れ」等、今年度も続けて参ります。

ご利用者やご家族の皆様に、今後も安心してご利用いただけます様、
職員一人ひとりが自信とゆとりを持ち、思いやりの心で良質なサービ

スの提供に努めて参ります。

今後ともご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げ、年度初めの
ご挨拶とさせていただきます。

苑長 岩田 佳奈子



≪保育園児交流会≫

３月、極楽保育園 年長組さんが卒園前に
最後の交流会に来てくれました。世代間交
流を通して仲良くなった入居者様に「あり
がとうございました。小学生になっても頑
張ります。」と挨拶し、歌を披露してくれ
ました。大きく成長した子ども達の姿に涙
ぐまれる入居者様もいらっしゃいました。
２３名の年長組の皆さん、ご卒園おめでと
うございます。小学生になっても優しい心
と思いやりの気持ちを忘れず頑張ってくだ
さいね。

特別養護老人ホーム極楽苑・極楽苑ショートステイ

１月１７日（水）、苑内初詣を行いました。
白山宮の神主様・巫女様にお越し頂き、入居者
様の「無病息災」を祈願していただきました。
神主様から、「今年は平地木にあたり、穏やか
さを感じます。自分のやりたいことをやる。自
分を大切にすることは、わがままをいうのとは
違います。神様は争いごとは好みません。穏や
かに過ごすことで神様のお助けが頂けることを
心に留め、日々頑張って頂きたい。」と挨拶い
ただきました。今年も一年、皆様の健康とご多
幸をお祈りいたします。

５月 菖蒲湯

７月 七夕会

行事予定

▴園児さんが挨拶する姿を

見つめる入居者様

▲入居者様代表による

玉串奉納

▲桜が満開、きれいね。

▴｢おばあちゃん,元気でね。｣

と握手

▲楽しく歓談のご様子

今年は、日差しも温かく心地よい日が続き
ましたね。 北館1Fフロアを野点風に装飾し、
お花見を楽しんでいただきました。
桜をご覧になりながら、その場でたてたお抹
茶の香りとともに、和菓子も召し上がってい
ただき、春を堪能していただきました。
これからも、入居者様に季節を感じていただ
けるレクリエーションを企画していきたいと
思います。

▲どれにしようかな

【平成３０年度体制】

北館主任ケアマネジャー

山本 知恵

南館ケアマネジャー

菅沼 宏

主任相談員

大井 恵

相談員（ショートステイ担当）

村松 圭介

≪苑内初詣≫ 苑内にお花見特設会場を設けました

５月１日より、南館ケアマ
ネジャーとして菅沼 宏、
相談員として村松 圭介が
異動します。
今後も入居者様に良質な
サービスを提供できるよう、
報告・連絡・相談を徹底し、
信頼関係を築けるよう努め
てまいります。

食事だより

春風が心地よい頃となりましたね。
３月の雛祭り行事に因み、ちらし寿司や、手鞠寿司、
三色ケーキなど各施設で工夫を凝らし、春の訪れを感
じて頂けるようなお食事をご用意させて頂きました。
雛飾りのような見た目も色鮮やかなお食事に、皆様よ
り喜びの声を頂く事ができました。今年度も心を込め
たお食事の提供に努めてまいります。

特別養護老人ホーム
極楽苑

高齢者福祉施設香流川 高齢者住宅西山

【ちらし寿司
三色ケーキ】

【手鞠寿司といちご】【ちらし寿司】



新入職員紹介

村松 圭介
極楽苑ショートステイ

１月入職

まだ未熟ではあります
が、利用者様・ご家族様
に満足して頂けるよう尽
力していきたいと思いま
す。宜しくお願いいたし
ます。

相談員

伊藤 有美
特別養護老人ホーム極楽苑

２月入職

出産・子育てのため
８年程現場を離れてい
ました。新しい環境の
中で精一杯頑張ってい
きます。宜しくお願い
いたします。

看護師

板東 実希
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職

新社会人として入職
しました。精一杯頑張
りますので、ご指導宜
しくお願いいたします。

介護職

堀﨑 祐輔

１月入職

安心で安全な介護を
提供できるよう努めて
まいります。宜しくお
願いいたします。

介護職

栗栖 健二
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職

まだまだ慣れない
面もありますが、精
一杯頑張りますので
宜しくお願いいたし
ます。

介護職

大野 祐紀子
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職

入居者様が楽しく
笑顔で過ごしていた
だけるような介護を
目指し頑張っていき
ます。宜しくお願い
いたします。

介護職

板東 満惠
グループホーム香流川

４月入職

笑顔と元気で、入居
者様がその人らしく暮
らせる生活の支援がで
きる職員を目指して頑
張ります。宜しくお願
いいたします。

介護職

成瀬 藍
地域密着型

特別養護老人ホーム香流川

４月入職

私は高齢者の方の
笑顔が見れるこの仕
事が好きです。入居
者様に愛される職員
になれるよう頑張り
たいと思います。

介護職

各務 美穂
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職

まだ自分の未熟さ
を感じますが、責任
を持ち、信頼される
介護士になりたいと
思います。宜しくお
願いいたします。

介護職

地域密着型

特別養護老人ホーム香流川

佐々木 恩
デイサービスセンター極楽苑

４月より正職員にな
りました。これまで以
上に利用者様、ご家族
様との関係を大切にし、
笑顔と思いやりをもっ
て努めてまいります。

4月１日付で
パート職員から
正職員になりま
した

介護職



１月１７日(水)、苑内初詣を
行いました。一連の神事を行っ
た後、毎年楽しみにされている
おみくじを皆様に引いていただ
きました。今年一年の入居者様
の健康とご多幸をお祈りいたし
ました。

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

≪雛祭り会≫

５月 菖蒲湯

６月 苑外外出

７月 七夕会

行事予定

▲おみくじを結ぶ利用者様

▲曲に合わせて楽器を打たれる利用者様

▲ボランティアさんと合唱▲歌声にうっとり～

▲今年はどうかな

▲おいしくできるかな

▲三色にわけて団子作り

３月３日(土)、各階食堂にて雛祭り会を行いま
した。ボランテイア ライラックの会の皆様に
ご協力いただき、お抹茶をたてていただきました。

利用者様には、あんこをのせた薄いお餅を、桜の
葉に巻いて桜餅を作っていただきました。
ご自分で作られたお菓子とお抹茶に「味わいが
あって美味しいわねぇ。」と喜ばれ、楽しそうに
歓談されていらっしゃいました。 ▲上手く巻けるかしら ▲お抹茶がおいしいわ♪

≪初詣外出≫

▲祝詞奏上の様子

地域密着型特別養護老人ホーム香流川

ひな祭りに三色団子のおしるこ
を作りました。慣れた手つきで団子
を丸めながら､「昔はよく作ったね｡」
「おしるこも豆から煮たもんだよ｡」
と話しながら作られていました。
皆様で作ったおしるこを美味しくいた
だきました。

▲入居者様代表による

玉串奉納

≪苑内初詣≫
≪おやつ作り≫

▲大吉出るかしら～

≪コーラスボランテイア≫

３月６日(火)、地域のコーラスボランティア
「さわやかコーラス」さんに来ていただき､
合唱会を開催しました。

３施設合同の集いとなり春にちなんだ曲を
一緒に歌ったり、カスタネットやタンバリン
などの楽器を使い一緒に演奏し､楽しい一時を
過ごすことができました。

今後も､ボランティアさんと定期的な交流を
もち､入居者様・利用者様に喜んでいただける
よう企画していきたいと思います。

施設近くの猪子石神明社へ初詣に
行ってきました。猪に因み足腰の守護、
「亥の子」に因んだ五穀豊穣・子孫繁栄
の神様が祀られているそうです。
利用者様それぞれの思いを込めてお祈り
されていらっしゃいました。
参拝後には、｢今年の運勢はどうかな｡｣
と､ドキドキされながら、おみくじを
引いていらっしゃいました。

高齢者福祉施設 香流川



デイサービスセンター極楽苑

▲鬼退治後、福の神様と

利用者様と一緒に

▲見本をみながら､真剣です。

※ 行事予定は、変更になる場合がございます。

≪節分会≫

４日～９日 ボランティア週間

１１日～１６日 創作クラブ

１８日～２６日 買物外出

２７日～７月３日 習字クラブ

６月

▲どんな顔にしようかしら。▲福の神様が鬼めがけて「鬼は外」と豆まき

4月・5月・6月行事予定表

２日～7日. 創作クラブ

９日～１１日 選択クラブ

１２日～１８日 習字クラブ

１９日～２５日 ボランティア週間

２６日～５月２日 スポーツクラブ

4月

３日～９日 音楽クラブ

１０日～１６日 料理クラブ

１７日～２３日 選択クラブ

２４日～２６日 回想法

２８日～６月２日
ハンドマッサージ　＆

映画上映

５月

ライラックの会 様(喫茶・えん
カフェごくらく[認知症カフェ])

演奏集団 まつり座様ぜに太鼓シャチ様

ごくらく盆踊り保存会様

極楽小学校の皆さん

極楽保育園・西山保育園卒園児の皆さん

ハーモニカＦＵＦ 様虹の会様

園児さんとの世代間交流会

２月１３日(火)～１９日(月)の創作クラブ
では、手先のリハビリも兼ねて“おひな様”
作りをしました。細かい作業でしたが、
器用にお顔に目と口を入れられ、優しい顔の
おひな様が出来あがりました。

作品をデイルームに飾り、室内がとても
明るくなりました。壁に飾られたご自分の
作品をご覧になられ、ご満悦の様子でした。

≪創作クラブ≫

２月１日(木)～３日(土)に節分会を行いま
した。例年とおり、年男・年女の利用者様
に衣装を着て“福の神”になっていただき
ました。利用者様の「鬼は外」の掛け声に
あわせて、“福の神”様が鬼にめがけて豆
をまき、鬼退治をしました。今年も、皆様
に福が舞い込みます様、願っております。

質の高いサービス
の提供とご利用者様
ご家族様との関係作
りを大切にしてまい
ります。

相談員 (５月より)

照本 友子

ケアリーダー (４月より)

宮地 文子

～平成２９年度に実施しました地域交流の一部です。ご協力ありがとうございました。～

【平成３０年度体制】



平成30年度の事業計画をホームページにて

掲載させていただいております。

ご覧ください。

かけはし 第１１３号 平成３０年４月発行

※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。

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

《 お知らせ 》

特別養護老人ホーム極楽苑 (４月１日より嘱託医変更）

ちくさセントラルクリニック 山口茂樹医師

南館：毎週金曜日 １３時３０分～１５時００分

北館：毎週金曜日 １５時００分～１６時３０分

今後も嘱託医と連携を図り、入居者様の健康管理に

努めてまいります。

介護報酬改定に伴い利用料が一部変更に

なります。 詳細については文書にて、ご案内

させて頂いた通りです。

何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

尚、ご不明な点などございましたら、各事業所

担当者までお問い合わせください。

○特別養護老人ホーム 極楽苑

南館ケアマネジャー 西 徹男 → 菅沼 宏 (５月より)

○極楽苑ショートステイ

相談員 上村裕樹 → 村松圭介 (５月より)

○デイサービスセンター極楽苑

ケアリーダー 新井秀典 → 宮地文子 (４月より)

相談員 菅沼 宏 → 照本友子 (５月より)

前任者同様、今後ともよろしくお願いいたします。

【担当者の変更について】

高針福祉会

【事業計画について】

【 4月からの料金改定】【 特別養護老人ホーム極楽苑嘱託医・診察日時について】

【えんカフェごくらく】

認知症カフェ「えんカフェごくらく」の

今年度のイベント年間スケジュールが決定

いたしました。役に立つ、楽しい

イベントをご用意しております。

皆様、お誘い合わせの上、お気軽に

お越しください。

（毎月第2木曜日 2時～3時半）


