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極楽苑・香流川・西山通信

行事予定

10月28日（金） 苑外外出

（ワンニャンふれあい広場）

特別養護老人ホーム極楽苑

≪敬老会≫

９月１８日（日）・１９日（月）、敬老会を行いました。

今年、賀寿を迎えられた入居者様は３１名いらっしゃいました。

長寿のお祝いとして、賀寿を迎えられた入居者様にお花をお贈りいたしました。
昼食にはご家族と一緒に松華堂弁当を召し上がっていただき、普段とは違う雰囲気で、
楽しそうにお食事をされていらっしゃいました。

午後からは、ボランティアの皆様による余興をご覧頂きました。

北館では、演奏集団「まつり座」の方に能登豊年太鼓や屋台ばやし、花笠音頭など
太鼓演奏や踊りを披露して頂きました。その後、入居者様も和太鼓を叩く体験をされ、
感極まり涙される入居者様もいらっしゃいました。

南館では、長久手歌謡芸能愛好会の皆様によるフラダンスや歌を披露して頂きました。
フラダンスの色鮮やかな衣装と踊りにつられ、入居者様も自然と手や体が動き、会場
が「一体感」につつまれました。

美味しいお食事や楽しい余興で、心温まる一時を過ごして頂きました。

皆様のご健康とご長寿を心よりお祈りいたします。



10月・11月・12月行事予定表

デイサービスセンター極楽苑

≪夏祭り≫

８月は、夏祭りを行いました。恒例の流しそうめんに、すいか割、
出店にて祭りの雰囲気を利用者様に楽しんで頂きました。

今年は新しく手動のモグラ叩きを実施。ボランティア様が手動で出
し入れするもぐらに、「ここからでるかな」と夢中になって叩こう
とされていました。お祭りの締めの盆踊りでは、輪に入って曲を口
ずさみながら踊る方もいらっしゃいました。お祭り気分を十分に堪
能して頂くことができました。

≪敬老祝賀会≫

９月１３日（火）～ １９日（月）の一週間、敬老祝賀会を行い

ました。期間中、極楽保育園 園児さんの訪問や数組のボランティ

ア様にきて頂き、音楽や踊りを披露して頂きました。フラダンス

のボランティア様の披露では、「まねき猫音頭」を一緒に楽しそ

うに歌っていらっしゃいました。

皆様のご多幸、ご長寿をお祈りいたします。

１日～3日. 苑外外出

4日～10日 スポーツクラブ

１１日～１３日 野点

１４日～２０日 音楽クラブ

２１日～２７日 料理クラブ

２８日～３１日 文化祭

10月

１日～３日 文化祭

４日～１０日 創作クラブ

１１日～１７日 スポーツクラブ

１８日～２４日 習字クラブ

２５日～3０日 買い物外出

11月

極楽苑ショートステイ

９月１４日(水) 敬老会にちなんで極楽保育園 園児さん

との交流会を行いました。

園児さんから、歌とふれあい遊びを通して肩たたきのプレ

ゼントがありました。 振り付きのかわいい歌を歌う園児さ

んの姿に目を細め、一緒に口ずさまれたり、手拍子をして
リズムをとっていらっしゃいました。

園児さんが優しくとんとんと肩をたたくと、「気持ちいい

ね～、ありがとうね。」とにっこり笑顔の利用者様。
最後に園児さんから“いつまでも元気でいてね”の言葉か

けに、「頑張るよ。」と嬉しそうに手を振り、かわいい園

児さんたちからたくさんのパワーをもらい、皆様、大変喜
ばれていらっしゃいました。

１日～４日 買い物外出

５日～１１日 創作クラブ

１２日～１８日 料理クラブ

１９日～２５日 音楽クラブ

２６日～２８日 ボランティア週間

２９日～３０日 年忘れ会

１２月

※「かけはし」とは別に デイサービスセンター極楽苑だより を年に４回発行しています。
そちらも合わせてご覧下さい。



10月 愛・地球博記念公園外出

（小規模多機能ホーム）

外食（特養・グループホーム）

高齢者福祉施設香流川

《敬老会》

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 ３施設合同にて敬老会を行いました。

今年は、めでたく百寿を迎えられた入居者様がいらっしゃり、内閣

総理大臣からのお祝い状、及び銀杯（記念品）もお渡しし、皆様でお

祝いをいたしました。賀寿にあたる入居者様、利用者様には花束贈呈

をさせて頂きました。

職員による出し物の二人羽織では、カップ麺がうまく口に入らず、利

用者様から「もっと右、あー左…」と、手助けの声が掛かり皆様の協

力のもと食べることができました。 また、コーラスでは「高校三年

生」等、皆様に馴染みのある曲で長寿をお祝いいたしました。

行事予定

新入職員紹介

宮川 敬次

地域密着型特別養護老人ホーム香流川

9月入職 介護職員

人生の先輩である入居者様を尊敬し、
これまで培ってこられた経験や感覚
に配慮して、日々穏やかに過ごして
頂けるよう努めていきます。

浅野 邦子
特別養護老人ホーム極楽苑

10月入職 介護職員

縁あって極楽苑で働くことになり
ました。先輩方から親切に教えて
頂いたことを忘れずに努めていき
ます。よろしくお願い致します。

片桐 まゆみ

特別養護老人ホーム極楽苑

10月入職 管理栄養士

入居者様に喜ばれるお食事の提
供を心がけていきたいと思いま
す。よろしくお願い致します。

吉田 咲希

特別養護老人ホーム極楽苑

10月入職 厨房職員

これまでの経験を活かし、入
居者様に喜んでいただけるお
食事を提供したいと思います。
よろしくお願いします。

グループホーム香流川

10月入職 計画作成担当者

月原 博美

「ありがとう、言われるように言う
ように」認知症の方が教えて下さっ
た言葉です。温かい気持ちでいつも
利用者様に接していきたいと思いま
す。宜しくお願い致します。

《トランペット演奏会》

９月２６日（月） ボランティアの方によるトランペット演奏
会を行いました。
最初はトランペットの大きな音色にびっくりされたようでしたが、
ご存じの曲が流れると体でリズムをとられ、楽しそうに聞いてい
らっしゃいました。
音楽には多様な価値があります。これからも、皆様と素敵な時間
を過ごしていきたいと思います。



《お知らせ》

医療機関：医療法人 豊隆会

ちくさセントラルクリニック

名古屋市千種区今池４丁目４０１番地

玉置ビル２階

嘱託医：理事長 加藤 豊先生 （内科）

院長 祖父江 俊和先生（内科）

診療日：金曜日 １３時３０分～１５時３０分

今後も嘱託医との連携を密にとり、入居者様の
健康管理に努めてまいります。

今年も名古屋市の介護サービス事業者ユーザー

評価事業を実施いたします。

１１月に入りましたら、

・特別養護老人ホーム極楽苑

・極楽苑ショートステイ

・極楽苑居宅介護支援事業所

・地域密着型特別養護老人ホーム香流川

上記事業所をご利用の皆様に評価票を配布いたし

ます。

ご回答の上、期日までに投函、または直接職員に

手渡しして頂きます様、ご協力お願い致します。

【インフルエンザ予防接種】

特別養護老人ホーム・グループホームに長期

入居中の皆様には、今年も11月末から12月上旬

に予防接種を予定しております。

在宅サービスをご利用の皆様におかれましても、

流行が始まる12月中旬までにかかりつけ医にて

予防接種を受けられることをお勧めいたします。

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

上記、３施設の調剤薬局が変更いたしました。

株式会社 名北調剤 コスモス調剤薬局

嘱託医・薬剤師・看護師との連携を図り、
適切な服薬管理を行なってまいります。

台風の影響もあり、あっという間に秋らしい気候になりましたね。

秋は食欲の秋。敬老の日のお祝いとして毎年恒例の敬老祝い膳（松華堂弁当）を

今年も各施設で提供させて頂きました。

普段の食事とは違った豪華なお食事に「こんなに食べられないわ。」という声も

ありましたが、ほとんどの方が完食されていらっしゃいました。

今後も、皆様よりたくさんの喜びの声を頂けるよう、栄養士、厨房スタッフ一同、
献立作りや調理に励んでいきたいと思います。

高齢者住宅 西山高齢者福祉施設 香流川極楽苑

【名古屋市介護サービス事業者 ユーザー評価】

【平成２８年９月１日より
調剤薬局を変更いたしました】

【平成２８年１０月１日より

特別養護老人ホーム極楽苑 北館嘱託医

及び診療日時変更いたしました】



夏 祭 り

ボランティア様・地域の皆様のご協力にて盛大に行うことができました。

ありがとうございました。

高齢者福祉施設 香流川

～ 盆 踊 り ～

～ ピロティ（玄関）での食事 ～

～盆踊りボランティア様と一緒に～

射 的

極楽苑

ボーリング もぐら叩き

輪投げ

流しそうめん
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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。

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

≪敬老会≫

９月１４日（水）、１５日（木）に西山保育園 園児さんとの

交流会を行いました。

「肩たたき」の歌に合わせて園児さん達が肩たたきをしてくれる

と、入居者様は「気持ちいいわ。ありがとうね。」と小さな手を

さすりながら喜んでいらっしゃいました。園児さんと一緒に“あ
やとり”遊びをされ、「なつかしいわ～、手が覚えてるわね。」

等、懐かしみながら楽しんでいらっしゃいました。また、組体操

の披露には、「すごい」「すごい」と歓声と拍手が響きました。

９月１８日（日）、敬老会を行いました。祝賀御膳と賀寿を迎え

られた入居者様への花束贈呈後、ボランティア様によるハーモニ
カ・民族楽器の演奏を楽しんで頂きました。きれいな音色に

「知ってる、知ってる。」と懐かしんで歌を口ずさまれ、楽しい

ひと時を過ごしていらっしゃいました。


