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極楽苑・香流川・西山通信
法人あげての一大イベントとして、皆様のご長寿をお祝いし、敬老祝賀会
を開催いたしました。心を込めて祝い膳をご用意させていただき、皆様に
喜んでいただくことが出来ました。賀寿を迎えられた入居者様には、お花
をお贈りさせていただきました。今回のかけはしでは、各施設での行事を
振り返りご紹介いたします。

皆様のご健康とご長寿を
心よりお祈りいたします
特別養護老人ホーム極楽苑

≪敬老祝賀会≫
９月１７日(日)北館・１８日(月)南館にて
敬老祝賀会を開催いたしました。
両日とも、ボランティアの皆様による余興が
盛大に行われました。入居者様も参加をされ、
楽しい一時を過ごしていただきました。
（演奏集団 まつり座の皆様による太鼓演奏）

（ぜに太鼓シャチの皆様による踊り披露）

≪夏祭り≫
８月２３日(水)・２４日(木)夏祭りを行いました。
盆踊り大会では、今年もごくらく盆踊り保存会の皆様に
ご参加いただき、入居者様・ご家族様も輪になり一緒に
踊りを楽しまれました。

（ 即興で職員が太鼓を披露）

行事予定
10月 秋の健康診断
11月 インフルエンザ予防接種
12月 柚子湯・年忘れ会
苑外外出
１０月５日(木)・２０日(金)
動物愛護センター（千種区）
ワンニャンふれあい広場

（ 夏祭り輪投げコーナーにて）

（盆踊り大会の様子）

デイサービスセンター極楽苑

≪敬老交流会≫
9月１３日(水)・１４日(木)極楽保育園園児
さんとの敬老交流会を行いました。ふるさと
や赤とんぼ等、馴染み深い曲を園児さんが歌
うと、皆様も一緒に口ずさまれたり、手拍子
をされていらっしゃいました。ふれあいタイ
ムでは、「お寺のおしょうさん」を一緒に歌
いながら、じゃんけんをしたり、園児さんを
膝に座らせて会話に花を咲かせる利用者様も
いらっしゃいました。「子ども達から若返り
パワーをもらったよ。」と嬉しい感想を聞く
ことが出来、今後も世代間交流を大切に続け
ていこうと思います。

≪夏祭り≫
８月５日(土)～１１日(金)流しそうめん大会・
夏祭りを行いました。今年も職員手作りのもぐ
ら叩きや射的・風船つり・各種模擬店等、皆様
に参加をしていただき、お配りしたスタンプ
カードを手に「次は射的をやろう。」「かき氷
を食べて一息しましょう。」等、楽しく会場を
移動していただきました。多くの学生さんやボ
ランティアさんにご協力いただき、盛大に開催
することができました。

（もぐら叩き）

（射的）
（風船つり）
（じゃんけん手遊びや肩たたきのふれあいに笑顔が満ち溢れました）

１０月・１１月・１２月行事予定表

（流しそうめん）

（大学芋 模擬店）
10月
１日～３日

１２月

１１月

苑外外出

1日

買い物外出

２日～８日

スポーツクラブ

９日～１５日

音楽クラブ

習字クラブ

１６日～２２日

料理クラブ

買い物外出

２３日～２９日

創作クラブ

3０日

年忘れ会

スポーツクラブ

１日～７日.

文化祭

１１日～１７日

音楽クラブ

８日～1４日

創作クラブ

１８日～２０日

ハンドマッサージ
映画鑑賞

１５日～２１日

２１日～２４日

野点

２２日～３０日

２３日

園児との交流会

２５日～３１日

料理クラブ

４日～１０日

※ 行事予定は、変更になる場合がございます。

～お知らせ～ 12月31日～1月2日はお休みとさせていただきます。

極楽苑ショートステイ
≪盆踊り大会≫
８月９日(水) 夏祭りを行
いました。利用者様に作って
いただいた提灯を食堂に飾り
会場は祭り気分一色。ボラン
ティアの皆様と一緒に盆踊り
を楽しんでいただきました。
「久しぶりに踊ったわ。」と
皆様喜ばれ、夏を感じていた
だくことができました。

食事だより
爽やかな秋晴れの季節となりました。
今年も皆様への感謝の気持ちと長寿をお祝いし、
敬老の日に祝い膳をご用意させて頂きました。
極楽苑では握り寿司に歓声があがり「ごちそうだね。」
「食べきれるかしら。」と笑顔で召し上がっていらっ
しゃいました。
今後も、皆様が健康で穏やかにお過ごしいただけ
ます様、旬の食材を摂り入れ、美味しい食事づくりに
励んでまいります。
(厨房職員・管理栄養士)

≪いきいき美容室≫
８月２日(水)資生堂ビュー
ティーセラピストによる美
容教室が行われました。利
用者様ご自身でお顔のマッ
サージとお化粧をしていた
だき、綺麗になっていく顔
を鏡で見られ、大変喜んで
いらっしゃいました。

特別養護老人ホーム
極楽苑
【寿司御膳】

高齢者福祉施設
香流川

高齢者住宅西山

【松華堂弁当】

【松華堂弁当】

高齢者福祉施設 香流川

行事予定

≪夏祭り≫
８月２７日(日)夏祭りを開催いたしました。
施設全体が夏祭り一色に染まる一大イベントに、
多くの利用者様・ご家族様・地域の皆様が来所され、
お食事や盆踊り、ゲーム等を楽しまれました。

10月

秋の健康診断
小規模：外出（名古屋城）

11月 インフルエンザ予防接種
特養 ：外出 (行先未定)
12月 柚子湯・年忘れ会

（ピロティでのお食事風景）

（輪投げ）

（盆踊り）

≪敬老交流会≫
９月１１日(月)第２回 世代間交流会を行いました。
４月に第１回目を行って以降、「次はいつ来てくれるの
かな。」と心待ちにされていらっしゃった皆様。
今回も、極楽保育園の園児さんが大勢来てくれ、歌の
披露をしてくれました。曲に合わせて一緒に手遊びを
行ったり、園児さんから肩たたきのプレゼントや
「いつまでも元気でね。」と、心のこもったメッセージ
が贈られると、嬉しさのあまり涙される入居者様もい
らっしゃいました。本当に素敵な交流会となりました。

高齢者住宅西山
≪敬老祝賀会≫
≪敬老交流会≫
９月２３日(土)敬老祝賀会を
９月１２日(火)・１３日(水)
行いました。
西山保育園園児さんと敬老交流会を
賀寿の方への花束贈呈、長久手
行いました。
ストリングスハーモニーの皆様
「どんぐりころころ」｢赤とんぼ｣等、 によるバイオリンの四重奏を楽
秋の歌を元気に披露してくれました。 しんでいただきました。指揮者
に合わせ「ドレミの歌」「村祭
「おせんべい焼けたかな」の曲に合
り」を皆様で合唱した後、世界
わせて一緒に手遊びを行うと、会場
の民謡や懐かしい曲が演奏され
が笑い声に包まれました。園児さん
ました。バイオリンの美しい音
からの肩たたきのプレゼントに、
色に、皆様うっとり聴き入って
「ありがとうね。」と皆様、喜んで
いらっしゃいました。
いらっしゃいました。

新入職員紹介

秋田

裕子

特別養護老人ホーム極楽苑
１０月入職

介護職

介護の仕事に就く
のは初めてです。
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。
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《お知らせ》
【特別養護老人ホーム極楽苑・香流川 嘱託医・診療日時のお知らせ】
・極楽苑北館

ちくさセントラルクリニック
武山 知子医師／藤田 佳美医師
金曜日
・極楽苑南館 杉上クリニック
杉上 勝美医師
火曜日
・香流川
打越かとうクリニック
加藤 秀幸医師
金曜日
今後も嘱託医と連携をはかり、入居者様の健康管理に努めてまいります。

１３時３０分～１５時３０分
１３時３０分～１４時３０分
１３時４５分～１４時４５分

【名古屋市介護サービス事業者ユーザー評価】
サービスの確認と質向上の為、今年も名古屋市の介護サービス事業者評価事業に参加いたします。
11月に入りましたら、以下の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、期日までに投函もしくは、職員へ手渡しして頂きますよう、ご協力お願いいたします。
・特別養護老人ホーム極楽苑 ・デイサービスセンター極楽苑
・極楽苑訪問介護事業所
・地域密着型特別養護老人ホーム香流川

【インフルエンザ予防接種】

なごや認知症カフェ

「えんカフェごくらく」

インフルエンザは、普通の風邪に比べて高熱や頭痛な
どの全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを併発し、
重症化することが多いのが特徴です。発症予防・さら
に重症化予防のためには、ワクチン接種が効果的です。
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月上旬の予防接種
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月中旬までに予防
接種を受けられることをお勧めいたします。

開催日時：１０月１２日（木）
１１月 ９日（木）
１２月１４日（木）
１３時３０分～１５時３０分
皆様、お気軽にご参加ください。

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

〒465-0005 名古屋市名東区香流一丁目101番地
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
〒465-0085

TEL(052)769－1120 FAX(052)769－1125
TEL(052)769－1120 FAX(052)769－1125
TEL(052)769－1022 FAX(052)769－1125

名古屋市名東区西山本通三丁目７番地の４

E-mail : nishiyama@trad.ocn.ne.jp

高齢者住宅西山（サービス付き高齢者向け住宅）
□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
TEL(052)783－3553 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

TEL(052)385－8916 FAX(052)711－0551

□グループホームいだか

TEL(052)769－6151 FAX(052)775－8370

□グループホームかなれ

TEL(052)779－2101 FAX(052)779－2120

URL : http://careservice.co.jp

E-mail : nishiyama@careservice.co.jp

