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平成３１年 元旦

社会福祉法人 高針福祉会

理事長 加藤 重雄

元旦には､天ぷらやおせちの盛り合わせなどを取り
入れた松華堂弁当とお屠蘇（甘酒）をご用意いたし
ました｡
｢お正月はやっぱりおせちね｡｣ ｢お屠蘇も頂けて嬉
しいわ｡｣と、大変喜んで召し上がってらっしゃいま
した｡
今年も皆様の健康管理を行い、季節感ある食事作り
に努めてまいります。

【天ぷら・おせちの
松華堂弁当】

【お屠蘇】

≪食事だより≫

お正月特集

獅子舞に邪気を食べてもらい､皆様の健康をお祈りしました｡

謹んで新春のお慶びを申し上げます｡

旧年中は格別の御厚情を賜り､厚く御礼を申し上げます｡

本年は社会保障制度の充実と安定化を図るため､消費税率１０％の

引き上げが行われます｡良質なサービスを継続して提供していくた

めにも､今後の報酬等の改善に期待をしたいと思います｡

また､本年は平成から新たな元号を迎える年でもあります｡

当法人も新たな取り組みとしてホームページをリニューアルし､

今まで以上に見やすく､分かりやすい情報発信を行って参ります｡

社会福祉法人としての活動をより多くの方にお伝えしていくことで､

信頼され続ける組織運営を目指していく所存でございます｡

引き続き､ご支援ご協力の程､お願い申し上げます｡

一年が皆様にとって良い年でありますよう祈念して年頭の

ご挨拶とさせていただきます。

～極楽苑・香流川にて獅子舞を行いました～



※ 行事予定は、変更になる場合がございます。

デイサービスセンター極楽苑

▴サンタのピアノ演奏

▴プレゼントを受け取り

嬉しそう

１月・２月・３月行事予定表

▲クリスマスソングを合唱

≪クリスマス会≫
１２月１９日(水)～２５日(火)の間､クリス

マス会を行いました｡クリスマスの雰囲気を
味わっていただこうと、職員がサンタクロー
スとトナカイに扮し、クリスマスソングのピ
アノ演奏。クリスマスプレゼントには、１年
間のベストショットを写真にして、クリスマ
スカードと一緒にお渡しさせていただきまし
た。皆様、写真をご覧になり、思い出を振り
返っていらっしゃいました。

≪初詣外出≫
１月７日(月)～１5日(火)の間､白山宮(日進市)へ

初詣に行きました｡
期間中は天候にも恵まれ、皆様、思い思いに参拝
されていらっしゃいました。

～ 今年も皆様が健康で良い一年になりますよう
職員一同、お祈り申し上げます ～

3日～６日 新年会

７日～１６日 初詣外出＆習字クラブ

１７日～２３日 音楽クラブ

２４日～３０日 料理クラブ

３１日 創作クラブ

１月

１日～６日. 創作クラブ

７日～１３日 スポーツクラブ

１４日～２０日 ボランティア週間

２１日～２７日 音楽クラブ

２８日 料理クラブ

２月
１日～６日 料理クラブ

７日～１３日 習字クラブ

１４日～２０日 選択クラブ

２１日～２３日
ハンドマッサージ＆

映画上映

２４日～２７日 野点

２８日～３１日 創作クラブ

３月

▴｢痛みとり石｣
痛みが取れるといいですね。▲白山宮(本殿前)にて

参拝のご様子 ▶

１１月１日(木)･７日(水)､愛知牧場に外出しました｡
久しぶりの外出に､期待に胸を膨らませているご様子
の入居者様｡牧場では､ハロウィンの飾り､満開のコス
モス畑､馬との触れ合いコーナー等を楽しんで散策さ
れていらっしゃいました｡

おやつには､牧場でとれたミルクで作ったソフトク
リームを召し上がられ､｢甘くておいしい～｡」と大変
喜んでいらっしゃいました｡入居者様の笑顔に満ちた
外出となりました｡
これからも楽しんでいただける行事を企画していき
たいと思います｡

特別養護老人ホーム極楽苑

≪愛知牧場外出≫

１月２１日(月) 苑内初詣

１月２８日(月) 鍋会

２月 ３日(日) 節分（豆まき）

行事予定

▲馬との触れ合い▲ポニー広場の前で

▲コスモス畑の前で記念撮影

▲「ソフトクリーム､おいし
いよ｡」とにっこり



≪鬼まんじゅう作り≫
秋といえば『さつまいも』｡さつまいもを

使って鬼まんじゅうを作りました｡
手際よく切ったさつまいも等の材料を混ぜ､
蒸す作業｡日頃料理をされない男性の利用者
様も参加され､楽しそうに調理されていらっ
しゃいました｡蒸し上げる中､甘い香りが漂い
「早く出来ないかな｡」｢もう､出来てない？」
と待ちきれないご様子でした｡できあがった
鬼まんじゅうを「ホクホクで甘くておいしい
ね｡」と笑顔で召し上がっていらっしゃいま
した｡

１２月２５日(火)、クリスマス会を行いまし
た｡職員による”ハンドベル”演奏で入居者様と
クリスマスソングや季節の歌を合唱しました｡
皆様のいきいきと歌っていらっしゃる姿が印
象的でした。また､レクリエーションとして
行った輪投げ大会では､歓声があがり､大変盛
り上がりました｡これからも皆様に喜んでいた
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｡

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

１月２１日(月) 苑内初詣

２月 ３日(日) 節分会

３月 雛祭り会

行事予定

≪ケーキ作り≫

１２月の認知症カフェでは、社会問題と
なっている､高齢者振り込め詐欺に関して、
被害に遭わない為の対策を寸劇にて分かり
やすお伝えしました。その後は、クリスマ
スソングを聞きながら、折り紙や松ぼっく
り、ブリザーブドフラワー等を使い作品作
りを行いました。ケーキバイキングも好評
で、楽しいクリスマス会となりました。

１月は、ハーモニカ演奏会を行いました。
夫婦息の合ったハーモニカの優しい音色に
合わせて、参加の皆様と懐かしい曲を一緒
に歌いました。今年一番の寒い日でしたが、
おしるこで体を温めていただき、会話に花
が咲きました。

毎月第２木曜日 午後１：３０～3：００

▲輪投げ大会▲職員のハンドベル演奏
▲「生クリーム、沢山ぬりたいわ」

▲花壇の前で▲ハロウィンの飾り

▲おいもの大きさを相談

しながら調理

▲職員による寸劇の様子

▲粉を篩にかけてまぜるご様子

えんカフェごくらく ～認知症カフェ～

≪クリスマス会≫

１２月２２日(土)､クリスマスケーキ作りを
行いました｡スポンジに生クリームをぬり、
フルーツを飾る作業を手際よくこなしてい
らっしゃいました｡｢見て！フルーツをきれい
に並べたのよ｡｣等､色鮮やかなケーキができ
あがりました。「ふわふわでおいしいわ｡」
と召し上がられ､皆様、楽しいおやつタイム
を過ごされていらっしゃいました｡

▲フルーツを飾ってきれいな

ケーキに仕上げます

▲おしるこでホッとひと息

▲花を使った素敵な

作品が完成

▲ケーキバイキング

どれもおいしそう～

◀ハーモニカの音色にうっとり
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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 

《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

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

《 お知らせ 》

【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】

昨年秋、特別養護老人ホーム極楽苑・地域密

着型特別養護老人ホーム香流川にご入居の皆様

の健康診断及びインフルエンザ予防接種を行い

ました。これからの時期、ノロウィルス・イン

フルエンザ等が流行りますので、ご面会の際は、

手指消毒・マスク着用等、感染拡大防止にご協

力をお願いいたします。

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。


