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極楽苑・香流川・西山通信  

  特別養護老人ホーム極楽苑・極楽苑ショートステイ 

≪世代間交流会≫ 

≪回想法とコグニサイズ≫ 

  認知症カフェ えんカフェ ごくらく 

  5月の認知症カフェは名東福祉会館  認知症予防リーダーの 
 皆様にご協力いただき｢回想法｣を行いました｡ 
 昭和時代の挿絵を用いたカルタを使い、遊びながら昔を懐か 
 しみ､｢私の時代はこうだった｡｣｢これを使ってよく遊んだ｡｣   
 など､とても話が弾みいつも以上に賑やかな会となりました｡ 
また季節のお菓子は『こいのぼり』を模したおまんじゅうを 
ご用意し､「かわいらしい｡」と好評をいただきました｡ 
えんカフェごくらくは､どなた様でもご自由にご参加いただけ 
ます｡皆様のお越しをお待ちしています｡ 

 ５月１７日(木)､６月２７日(水)に極楽保育園園児さんとの 

交流会が行われました｡心待ちにしていた園児さんの来苑に 

皆様、拍手で歓迎していらっしゃいました。 

 季節の歌や触れ合い手遊びの他に、七夕にちなんだ笹飾りを 

一緒に製作しました。自然と会話も弾み「のりはここにつけ 

てみようか｡」「上手にできたね｡」と完成した色とりどりの 

笹飾りを見て喜んでいらっしゃいました。園児さんの元気な姿や 

歌声からたくさんのパワーをもらい､活気に満ちた交流会と 

なりました｡ 今年度も定期的に世代間交流会を行ってまいります。 

毎月第２木曜日 

午後 1：30～3：30 

極楽苑 １階   

喫茶コーナーにて  
▲「これで遊ばれた方はみえますか？」 

▲「おせんべい 焼けたかな？」と一緒に手遊び。  

  園児さんがルールを教えてくれます。 
▲「おせんべい まだ焼けないね。」 
   会話も弾みます☆  

▲「あれを覚えてますか？」 ▲季節のお菓子“こいのぼり” 

７月  ５日(木)  

  

８月２０日(月) 

８月２１日(火)  

９月１６日(日) 

９月１７日(月)  

行事予定  

七夕交流会 

 

北館 夏祭り  

南館 夏祭り 

南館 敬老会 

北館 敬老会 

イベントスケジュール 

  ７月１２日(木) お楽しみイベント   

  ８月  ９日(木) 「防災」について 

  ９月１３日(木) 「健康体操」① 

        ～頭と身体を刺激する体操～ 

▲大相撲名古屋場所前に横綱 稀勢の里関と 

 大関 高安関が来苑してくださいました。 

（極楽保育園園児さんとの 

 交流会） 

※七夕交流会 

 夏祭り 

 敬老会ともに 

 午後1：30～ 

▲「そうそう、上手～。」と園児さんに 

  アドバイス。  



  デイサービスセンター極楽苑 

▲そろばんで計算される様子            

▲手さばき鮮やかな踊り  

※ 行事予定は、変更になる場合がございます。 

≪回想法≫ 

▲ほんと、音が違うわ。 

▲「尋常小学校の教科書」を  

     ご覧になる様子    

  ７月・８月・９月行事予定表 

▴五玉のそろばん、懐かしいなあ。 

 ４月１９日(木)～２５日(水)、ボランティア週間 
として､多くのボランティアさんに、歌・踊り等の 
披露をしていただきました｡ 
 ２０日(金)、ぜに太鼓シャチ様による披露では、 
「竹筒の中に昭和と平成の5円玉が入っていて､ 
平成の５円玉の竹筒が高音、昭和の５円玉は低音 
が鳴ります｡」という説明を聞き､珍しいぜに太鼓 
を実際に持たせていただくと、皆様、竹筒を鳴ら 
され音の違いを楽しんでいらっしゃいました｡ 

≪ボランティアさん来苑≫ 

  ５月２４日(木)～２６日(土)に回想法を行い 

ました｡ 北名古屋市回想法センターから懐か
しい日常生活用具・文具・玩具等をレンタル
し、実際に手に取っていただきました。  
「懐かしいねえ｡」「使ったことあるわ｡」等
昔を懐かしみながらの会話が弾み、皆様の表
情が自然と穏やかになっていらっしゃいまし
た。回想法は続けていくことで、様々な良い
効果が出ると言われています。初めての試み
でしたが、今後も定期的に企画していきたい
と思います。 

食事だより 

 梅雨の季節となりました。ジメジメ蒸し暑い日が 
続くと､どうしても食欲も落ちてしまいがちです。
そんな時こそ､食欲のそそる食事をご提供しようと、
各施設ではメニューに工夫を凝らしました。 
 極楽苑では、菜めしや旬のメロンを始め、メイン
には色鮮やかなカニの重ね蒸し。 
  

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  

【カニの重ね蒸し・メロン】  【桜エビと枝豆ご飯】 【鶏のみぞれ煮・ゆかりご飯】 

２日～３日. 習字クラブ

４日～１０日 スポーツクラブ

１１日～１７日 音楽クラブ

１８日～２４日 料理クラブ

２５日～３１日 ボランティア週間

７月
１日～３日 ボランティア週間

４日～７日 夏祭り

８日～１４日 選択クラブ

１５日～２１日 創作クラブ

２２日～２８日 習字クラブ

２９日～９月４日 スポーツクラブ

８月

５日～１１日 音楽クラブ

１２日～１７日 ボランティア週間

１８日～２４日 料理クラブ

２５日～
　　　１０月５日

苑外外出

９月

 香流川は、さっぱりと頂けるよう、鶏のみぞ
れ煮とゆかりご飯。 
 西山は、器から工夫し､季節感のある桜エビ 
と枝豆のご飯を､色彩豊かなお弁当にしてご提
供いたしました。 
 これからも、季節の食材を取り入れ、暑さに 
負けない体力作りのサポートをしていきたいと
思います。        管理栄養士 佐藤 

※回想法とは昔の経験や思い出 

  を語り合う一種の心理療法です。 

 昔のことを思い出して言葉にし 

 たり、相手の話を聞いて刺激を 

 受けたりすることで脳が活性化 

 し、認知症の進行の予防になる 

 と言われています。 

◀揃いの衣装で踊りを披露 



 ５月２３日(水)､いつもと違った雰囲気の中で､ 

おやつを召し上がっていただこうと、喫茶店の 

“おかげ庵”へ外出しました。皆様､あんみつや 

お抹茶セットなど､選ぶ楽しさも味わっていただき､ 

｢たまには外食もいいねぇ｡｣と大満足なご様子で 

楽しい時間を過ごしていらっしゃいました。       

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 

≪オカリナ演奏会≫   

夏まつり 午後5：00～  

交流会  午後1：15～1：45   

 

敬老会  午後1：30～   

 行事予定 

▲喫茶店もいいねえ。 ▲たくさんあるな、食べれるかな。 

※日程決まり次第、   

 お知らせいたします。  

▲「本物の花束みたい。」 ▲「ひとつひとつ、丁寧に 

 やろうね」 

 ５月１２日(土)､ライリッシュオカリナ千種の皆様に 

よるオカリナ演奏会を行ないました｡ 

カーペンターズの曲から始まり､童謡、歌謡曲等を披 

露していただき､利用者様は､「素敵な音色ね｡」「知 

っている曲だね｡」と聴き入っていらっしゃいました｡ 

皆様、歌詞を見ながら歌ったり､ティータイムを楽し 

まれ、優雅なひとときを過ごしていらっしゃいました｡ 

◀オカリナの音色に心が癒されます。 

 ≪王子バラ園外出≫                      

▲バラをご覧になる様子  

地域密着型特別養護老人ホーム香流川 

 ５月１３日の母の日に因み､手先のリハビリ
を兼ねてカーネションの花を作りました｡ 

小さい花びらを１枚１枚､丁寧に重ねて貼り 

付けるという細かい作業でしたが､集中され､ 

まるで本物のように仕上げることができまし 

た｡仕上がった作品を眺め ｢素敵な花束に 

なったわ｡｣と嬉しそうにされていらっしゃい 

ました｡                

▲バラのアーチで 

≪喫茶 おかげ庵≫                      

 ≪手作りの花束≫                  

◀いい香り～、バラの香りは     

 リラックスしますよね。    

 ５月１５日(火)､春日井市にある王子バラ園へ 

出掛けました｡園内には、２２０種１９００本以上 

のバラが植えられ､ちょうど見ごろを迎えていま 

した｡バラのアーチをくぐると､バラの優雅な香り 

に包まれる園が広がり､バラの種類や名前の説明を 

ひとつひとつ読みながら散策されていらっしゃいました｡ 

天候に恵まれ､楽しい外出となりました｡                    

高齢者福祉施設 香流川 

７月４日(火)・５日(水) 

    七夕交流会   午後1：30～  

 行事予定 

≪平成３０年度役員及び 

       評議員紹介≫ 

     丹羽 丈司 

     藤田 潤子 

     遠藤 賢彦 

      

        

 平成３０年度の当法人の
役員及び評議員体制は次の
とおりです。今年度も適正
な運営に努めてまいります。 

〈監 事〉山田 攻 

     吉田 龍宏 

〈評議員〉加藤 誓 

     大崎 宏則 

     野中 光夫 

     森田 英守            

    

 〈理 事〉加藤 重雄 

      加藤 大介 

      岩田 三蔵 

      大竹 和美 

      金山 早苗 

      北井 利樹  

 ※近くにある香流保育園の園児さんたちが 

    初めていらっしゃいます｡ 

   今後も定期的に交流をしていきたいと 

   思っております。 

   楽しみにしていてくださいね☆ 

８月２６日(日) 

９月  ４日(火) 

 

９月１７日(月)  

(香流保育園園児さんとの交流会) 

 (西山保育園園児さんとの 

                          交流会)  
 ８月   夏祭り 

 ９月  敬老会  



 社会福祉法人 高針福祉会のホームページに
掲載させていただいております。 

かけはし  第１１４号       平成３０年７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 》 

 現在使用の後期高齢者被保険者証は、平成３０年  
７月３１日の期限となっています。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、各担当までお早目に
ご提示ください。                

  極楽苑：山本ケアマネジャー・菅沼ケアマネジャー 

  香流川：安東管理者 

  西 山：事務員   

  昨年１１月に実施させていただきました『名古屋市の介護サービス評価事業』の個別評価結果が、６月２９日(金) 
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。ご協力ありがとうございました。 

  『NAGOYAかいごネット』     http://www.kaigowel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top 

今回の評価結果を真摯に受け止め、各事業所の改善とサービスの質の向上に一層努めてまいります。                                                          

高針福祉会  

【平成２９年事業報告】                                                        

【 名古屋市介護サービス評価事業】                                                          

【 後期高齢者医療被保険者証ついて】 【高齢者肺炎球菌予防接種】                                                          

 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の定期接種が

行われております。各自治体による助成制度も
ございます。入居者の皆様で接種を希望される

方は、各担当までご連絡ください。 

 極楽苑：山本ケアマネジャー 

     菅沼ケアマネジャー 

 香流川：安東管理者 

※在宅サービスをご利用の皆様におかれまして  

 は、かかりつけ医にご相談のうえ、接種され 

 ることをお勧めいたします。 

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

