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極楽苑・香流川・西山通信

謹 賀 新 年
新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年は介護保険制度の改正や、生活困窮者自立支援法の施行、

社会福祉法人制度改革等、福祉を取り巻く環境は大きく変貌しようとして

おり、社会福祉法人に求められる役割も変わりつつあります。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、要介護状態となっても

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシ

ステム」の構築が重要であり、名東区においても医療と介護の連携と役割分担

が進められています。

そうしたことから、当法人の介護事業における具体的な取り組みとして、

「認知症支援」「要介護度の改善」「看取りケア対応」に力を入れ、使命感を

もって取り組んでまいりたいと思います。認知症支援の一環として、今春、

地域の方に気軽に立ち寄っていただける場所として、極楽苑内において、

「認知症カフェ（正式なカフェ名は検討中）」をオープンさせる準備を進めて

おります。

今後も、皆様からの貴重なご意見を基に「安心・安全・快適な施設づくり」

を目指し、職員一同力を合わせ、その人らしさを大切に、真心込めたサービス

の提供に努めてまいります。

今年も皆様にとって、健康で素晴らしい年となりますよう心から祈念し、
年始のご挨拶とさせていただきます。

平成２９年 １月吉日

社会福祉法人 高針福祉会

極楽苑・香流川

苑長 岩田 佳奈子



特別養護老人ホーム極楽苑

≪劇団「ささぐり演芸」鑑賞≫

１１月９日（水）“文化の日”に因み、当苑にプロの劇団さんをお招きし、「ささぐり演芸」
を鑑賞して頂きました。ささぐりとは、劇団親子（てっぺいさん・なおみさん）の出身地、福岡
県の地名からとってつけられたとの事。昔懐かしい歌謡曲や時代劇の音楽に合わせて踊ったり、
お二人で組舞踊をするなど、感動や笑いの渦に巻き込まれ、文化の秋にふさわしい演芸鑑賞とな
りました。

てっぺいさんが、股旅姿で歌いながら入居者様に挨拶にまわり、「元気でな、長生きしてな。」
と、九州弁で言葉を掛けると、皆様、とても喜んでいらっしゃいましゃいた。

なおみさんは、コミカルな役がお上手で、組舞踊では三枚目役で踊られ、「今日のおやつは
何かな。」との問いかけに、入居者様が「まんじゅう。」と即答、すると「わしは黒糖饅頭が
好きやぁ。」と、入居者様との掛け合いに会場が笑いにつつまれました。

１月１９日 苑内初詣

２月 節分会

３月 ひなまつり会

行事予定

鏡開きの日、
お餅の代わりに
【おはぎ】で
“餅”の雰囲気を
少しでも味わって
頂きました。

高齢者住宅 西山高齢者福祉施設 香流川特別養護老人ホーム 極楽苑

毎日の生活の楽しみ、健康の源である「食事」をご紹介いたします。

今年も無事新しい年を迎える事ができました。【天ぷら】や【ちらし寿司】等、人気の料理や、
出世魚【ぶり】など縁起を担いだ料理と【祝い膳】をご用意いたしました。お正月気分を感じて
頂けたかと思います。
皆様から、「おいしかった。」「今日はごちそうだねぇ。」など、たくさんの喜びのお言葉を

頂く事ができました。
今年も栄養士、厨房職員一丸となり、皆様に満足して頂ける食事の提供に努めてまいります。

宜しくお願いいたします。

【豚の角煮丼】

1月の昼食【豚の角煮丼】

豚肉には疲労回復や滋養強壮に効果的
なビタミンＢ１が豊富なうえ、良質な
脂が含まれています。バランスの良い
食事摂取は風邪対策にもなります。



新入職員紹介

福田 加代子

特別養護老人ホーム極楽苑

１１月入職 看護職員

特別養護老人ホームでの勤務は初
めてで、勉強の毎日です。入居者
様が安心して生活できるよう精一
杯頑張ります。

内藤 泰子

地域密着型特別養護老人ホーム香流川

１１月入職 看護職員

人生の先輩である入居者様の皆様
と共に良い時間を過ごす事が出来
ればうれしく思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

横地 建
グループホーム香流川

１２月入職 介護職員

入居者様の日々の生活が笑顔で
穏やかに過ごして頂けるように
努めてまいります。精一杯頑張
りますので、宜しくお願いいた
します。

松田 麻畝子
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ステーション西山
１１月入職 看護職員

病院での勤務が長かったので、
在宅看護は一からの勉強になり
ます。宜しくお願いいたします。

高齢者住宅西山

≪演奏会≫

１１月９日（水）、ボランティア様による歌とピアノの演奏会が

開催されました。名曲「愛の賛歌」「ダニーボーイ」のピアノ演奏披
露後、「里の秋」「上を向いて歩こう」など、利用者様と一緒に合唱、

「千の風になって」では、素敵な歌声とピアノ演奏に皆様うっとりさ

れ、優雅なひと時を過ごされていらっしゃいました。

≪クリスマス交流会≫

１２月１４日（水）・１５日（木）、西山保育園園児さんとの
交流会を行いました。園児さんからピアニカの演奏や、創作ダンスの

披露があり、利用者様は「かわいいわねぇ。」「上手にできたね。」

と、子ども達のひたむきな様子を目を細めて見ていらっしゃいました。
園児さんが「ジングルベル」「あわてんぼうのサンタクロース」

「赤はなのトナカイ」等クリスマスソングを歌うと、利用者様も一緒

に口ずさまれたり、手拍子をする等、楽しいひと時を過ごされてい
らっしゃいました。

これからも世代間交流を大切に行ってまいります。

特別養護老人ホーム極楽苑

１２月入職 看護職員

急性期病院の外来から介護施設
へ移り、途惑う事も多いですが、
先輩方に教えをこいながら、入
居者様の生活を健康面で支えら
れるように頑張ります。

鎌田 康子



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》

１１月に天白にある名古屋市農業センターへ外出いたしました。

久しぶりの外出に入居者様は大喜び。遠足に来ていた小学生に出会う

と「どこからきたの。」と話しかけ、楽しそうに会話をしていらっし

ゃいました。センター内の季節の植物や動物も見てまわり、普段の生

活では味わえない秋を堪能することができました。

《グループホーム香流川》

秋といえば‘お芋’。皆様と一緒に‘芋きんとん’を作りました。
「こんなことやってみたかったの。」「ありがとうねぇ。」と、
皆様とても喜んでいらっしゃいました。入居者様ご自身で作った
「芋きんとん」はより一層おいしく感じることができ大好評でした。

《小規模多機能ホーム香流川》

行楽の秋、長久手市にある愛・地球博公園へ出掛けました。
公園内は大変広く、いろんなコースがあり、「どのコースを
歩こうか。」と相談しながら進みました。コース内に咲いて
いる満開のマリーゴルドに、「きれいだね。」と思わずうっ
とり。華やかな秋にふれることができた外出となりました。

外出がなかなかできないこの時期に、入居者様に少しでも気分転換をしていただこうと、

喫茶レクリエーションをスタートいたしました。テーブルクロスを敷き、職員はおそろい

のエプロンを着用し、雰囲気づくり。普段にはないメニューからお好きなコーヒーやドリ

ンク、色々な種類のコーヒーカップから好みのものを選んで頂く楽しみも味わっていただ

きました。いつもと違うティータイムに、皆様、大変喜ばれていらっしゃいました。

行 事 予 定

初の試み、大成功～★

皆様と一緒に生活の楽しみをたくさ
ん作り、これからも定期的に開催し
ていきます。お楽しみに・・・

喫茶レクリエーション

1月 2月 3月

地域密着型
特別養護老人ホーム香流川

書初め大会 節分会 ひな祭り会

グループホーム香流川 施設内初詣 節分会
ひな祭り会
桜外出

小規模多機能ホーム香流川 施設内初詣 節分会 桜外出

香流川緑道の桜並木

今年も桜外出しますよ～。

お楽しみに♪♪



1月・2月・3月行事予定表

デイサービスセンター極楽苑

≪運動会≫

１０月初め、大運動会を開催いたしました。選手宣誓の後、
赤・白組に分かれて、玉入れやポール倒し、ベンチサッカー等で

競い合って頂きました。曜日対抗で「はちまき回し」を毎日実施、
時間を競うのですが、前日のタイムに負けまいと「いち にぃ、
いち、にぃ。」と声を掛け合い、団結力が強まり、タイムが縮まる
と歓声が上がり、大変白熱した運動会となりました。

≪文化祭≫

１１月１日（火）～ ３日（木）ボランティア様と職員による

鳴子踊りや、大正琴の演奏を行い、「りんごの唄」「上を向いて歩

こう」などの曲を披露いたしました。

また、利用者様自ら立候補され、アコーディオンの演奏を一緒に

楽しむことができ、会場が一体感に包まれました。

３日～４日 新年会

５日～１５日 初詣外出

１６日～２２日 習字クラブ

２３日～２９日 音楽クラブ

３０日～3１日 スポーツクラブ

１月

１日～７日 音楽クラブ

８日～１４日 スポーツクラブ

１５日～２１日 料理クラブ

２２日～２８日 創作クラブ

２９日～３１日 桜外出

３月

≪クリスマス会≫

クリスマス会では、職員がピアノ・タンバリン・鈴など楽器を

使い、クリスマスソングを演奏させて頂きました。短期間の練習

でしたが上手く演奏することが出来、サンタクロースとトナカイ

が登場する演出に、皆様、大変喜んでいらっしゃいました。

１日～５日. スポーツクラブ

６日～1２日 創作クラブ

１３日～１９日 料理クラブ

２０日～２８日 ボランティア週間

２月

※行事予定は、変更になる場合がございます。ご了承願います。

極楽苑ショートステイ

毎月恒例の極楽保育園園児さんとの交流会。１２月はクリスマスソングを楽器で一緒に演奏した

り、サンタクロースやトナカイに扮した職員の登場で園児さんが大はしゃぎしたりと、賑やかな交

流会となりました。また、クリスマスに因んだ切り絵の製作を利用者様と一緒に行ないました。

もくもくと集中される利用者様や隣りの席の方と「これでいいかな。」と話しながら貼っていらっ

しゃる利用者様。見事に切り絵が完成し、壁に飾ると、「すてきなツリーができたわ。」「やりが

いがあったわね。」と皆様、満足そうにしていらっしゃいました。
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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

【 名古屋市介護サービス自己評価・ユーザー
評価事業について 】

皆様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研究会事務
局にて集計作業が終了し、結果が届きました。
皆様の声を真摯に受け止め、サービスの質の
向上に努めてまいります。各事業所の評価結
果や改善コメントは、６月中に公表される予
定となっております。

１０月２５日（火）、愛知県社会福祉大会
が開催され、当法人より勤続１０年以上の職
員１７名が、愛知県社会福祉協議会会長表彰
状を授与されました。
社会福祉の推進に尽力した功績が認められた
結果です。今後も、このような職員を多数推
薦できるよう努力してまいります。

【愛知県社会福祉大会が開催されました】

１１月、特別養護老人ホーム極楽苑・香流
川入居者様への秋季健康診断（胸部写真、尿
検査、血圧、体温）、インフルエンザ予防接
種を例年通り実施いたしました。在宅サービ
スをご利用の皆様には健康管理や予防接種の
ご案内をさせて頂きました。
この時期、ノロウィルス・インフルエンザ

等の流行が報じられています。
感染予防として、入居者様・利用者様には手
洗い・うがいを行なって頂いております。
健康状態の変化を早期に発見し、感染予防に
努めてまいります。
ご面会時には感染の拡大防止にご協力お願い
いたします。

【健康管理・感染予防について】

《お知らせ》

【赤い羽根共同募金は名古屋市名東区

共同募金委員会に寄付いたしました】


