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極楽苑・香流川・西山通信

春季号発行に際し新年度のご挨拶を申し上げます。

今年も新職員が加わり、各事業目標に向け新たなスタートを切りました。

極楽苑において、昨年4月に開設いたしました「高齢者いきいき相談室」は、

この一年間で相談件数が増え、いきいき支援センターとの連携を図りながら、

地域において身近な相談窓口として、その役割を果たすことができました。

今年度の事業目標であります名古屋市の推進事業「認知症カフェ」開設においては、

正式名称が決まり、ごくらくえん ⇒ 皆様とのご縁 ⇒「えんカフェごくらく」

とさせていただき、第１回目を4月13日（木）に開催することが決定いたしました。

毎月第2木曜日 午後１時30分～3時30分まで開催いたします。

認知症の方やそのご家族、地域の皆様がお気軽に立ち寄れるご縁あるカフェを目指して

まいります。専門職員を配置し、皆様のご参加をお待ちしています。

今年度も地域において必要とされる事業所、相談窓口、交流の場をご提供できるよう、

地域貢献への取り組み、公平公正で透明性のある評価制度の構築、健康で働ける職場

環境整備など、更なる展開を推進してまいります。

今後も、皆様からのご意見、ご要望をお聞かせいただき、

良質な福祉サービスの提供を目指し、職員一同力を合わせ、

努めてまいります。引き続き、ご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。

社会福祉法人 高針福祉会
極楽苑・香流川

苑長 岩田 佳奈子

 

愛知学院大学

日進キャンパス

大針中央公園

香流川緑道の桜並木

お花見特集

～今年もお花見に出掛けました～



特別養護老人ホーム極楽苑

≪苑内初詣≫

１月１９日（木）苑内初詣を行いました。
例年通り、日進市白山宮の神主様・巫女様にお越し頂き、
入居者様の「無病息災」を祈願いたしました。皆様、手
を合わせ真剣にお祈りされていらっしゃいました。入居
者様が玉ぐしを奉納し、最後におみくじを引かれると
「今年は中吉だったわ。」「病気が治るって書いてある
から嬉しいわ。」など話が弾んでいらっしゃいました。
皆様のご健康、ご多幸をお祈りいたします。

高齢者住宅 西山

＜手まり寿司御膳＞

高齢者福祉施設 香流川

＜寿司御膳＞
特別養護老人ホーム 極楽苑

＜桜御膳＞

３月２７日の【さくらの日】に因み、極楽苑では桜ごはんを始め、竹の子や菜の花など、

旬の食材を取り入れた御膳。 香流川、西山では3月3日の【ひな祭り】にちなみ、散らし

寿司弁当や手まり寿司御膳とそれぞれのニーズに合わせ、色彩豊かな春らしいお食事の

提供をさせて頂きました。

北館主任ケアマネジャー 南館ケアマネジャー 相談員

大井 恵西 徹男山本 知恵

お知らせ

北館ケアマネジャーが１月より

交代いたしました。

今後ともよろしくお願いいたします。

≪お花見外出≫

今年は桜の開花が例年より遅く、また満開になる頃には雨天が続く

など、外出のタイミングが難しい年でした。そんな中、一時の晴間を

みて、入居者様にきれいな桜を見て頂こうと近くの公園へお花見外出

をいたしました。桜を見ながら「満開できれいね。」と話されたり、

公園で偶然出会ったお子さんに「かわいいね。」と話しかけられたり

と、日頃とは違うお姿を拝見することができました。

今後も季節を感じて頂けるような行事を企画していきたいと考えて

おります。

春のメニューをご紹介します



新入職員紹介

馬庭 祐太

特別養護老人ホーム極楽苑

１月入職 介護職員

入居者様の安全・安心を第一に考え
常に入居者様の目線に立っていられ
るような介護士を目指していきます。
極楽苑で多くのことを経験し学んで
いきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。

種田 未央

入居者様の安心安全を第一に、笑
顔で明るく元気に対応していきた
いと思います。信頼される職員に
なれる様に頑張りますので、宜し
くお願いいたします。

後藤 英之
特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職 事務職員

一日も早く与えられた職責を全
うし、皆様のお力になれるよう
に頑張ります。宜しくお願いい
たします。

原田 美末

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ステーション西山
４月入職 介護職員

これまでの経験を活かして勤務する
事が出来ればと考えております。
思いやり、感謝の気持ちを忘れずに
信頼される職員になれるよう頑張っ
ていきたいと思います。よろしくお
願いいたします。

特別養護老人ホーム極楽苑

４月入職 厨房職員

調理師として、安心・安全で美
味しい食事を入居者様へ提供し
ていきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

今井 淑恵

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ステーション西山
３月入職 看護職員

極楽保育園の卒園児のみなさんとお別れの挨拶 幸の会様 華の会様

ラブオハナ様 演歌バンド様極楽・西山保育園園児さんとの交流会

平成２８年度も地域交流を実施いたしました。ボランティアの皆様、ご協力ありがとうございました。



毎年春になると、香流川緑道の桜並木を見に外出するのを心待

ちにされていらっしゃる入居者様。一足先にデイルームの壁に桜

を飾って頂くことにしました。紙を薄ピンクに色づけし、花びら

のかたちを作り、一枚ずつ丁寧に貼り、デイルームの桜が満開と

なりました。「早く本物の桜も咲かないかな。」と話され、

桜見の外出を楽しみにしていらっしゃいました。

２月３日（金）節分の日に、職員が作成した鬼の的をめがけ、豆に

見立てたボールを投げて頂きました。「鬼」=「魔」「魔（ま）を滅

（め）する」という言葉から、無病息災にその年を過ごせるように豆

をまく由来があり、本来は豆をまくところ、今年はスポーツレクリ

エーションを兼ねて的に当たる様、大き目のボールを使いました。

入居者様は鬼めがけて力いっぱいボールを投げていらっしゃいました。

今年も、健康で過ごされることを職員一同願っております。

資生堂のビューティセラピストの方に来て頂き、『いきいき美容教室』を開催いたしました。

この企画には、グループホーム香流川・小規模多機能ホーム香流川の入居者様にも参加して

頂きました。セラピストの方の指導のもと、はじめに声を出して準備体操を行ないました。

（できることをひとつひとつ増やして、“できた”という感覚を

味わって頂くプログラムを組んでいるそうで、体操も“できる”と

感じて頂くためにやるそうです。）そして、ご自身でお化粧（ファン

デーション、眉墨、口紅、頬紅）をして頂きました。きれいになって

いかれると共に皆様の表情がだんだん明るくなり、「きれいに

なったわ。」「いつもと全然ちがうわ。」と鏡をみて大変喜んで

いらっしゃいました。

４月７日（金）極楽保育園の年長組さんと世代間

交流会を行いました。香流川での交流会は初の試み。

香流川へ到着した園児さんたちは、初めて入る施設

に興味津々。少し緊張した表情の園児さんもみられ

ましたが、入居者様の前に並び、挨拶をすると、大

きな拍手で迎えてもらい、緊張もとけ元気に歌って

くれました。初めての交流ということもあり、

初世代間交流会 高齢者福祉施設香流川 にて

入居者様も今までに見たことがないくらいの

笑顔を見せてくださり、「かわいいね。」と

目を細めて喜んでいらっしゃいました。園児

さんと握手をしたりふれ合い手遊びでは、会

場に笑顔と笑い声が響き賑やかな雰囲気でし

た。帰り際には「また来てね。」と声を掛け

ていらっしゃいました。今後も世代を越えた

交流を大切に続け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



4月・5月・6月行事予定表

デイサービスセンター極楽苑

≪おこしもの作り≫

3月の料理クラブでは、愛知県（尾張・三河）の一部地域で昔から

桃の節句に供えられた伝統的な和菓子‘おこしもの’作りに初挑戦

いたしました。ご家族様に貴重な木型を貸して頂き、利用者様・ご家

族様・職員とが交流を図りながら進めていきました。昔よく作ったと

いう利用者様は「懐かしいわ。」 「昔はおやつとしてよく作ったも

んだよ。」と嬉しそうに話されながら、手際よく作られていらっしゃ

いました。初めての利用者様は、「形を木型から起こすのがおもしろ

いわ。」「色の付け方で出来上がりが変るのね。」等、楽しんでい

らっしゃいました。ご協力頂いたご家族様には「皆様と一緒に作るこ

とができ、楽しかったです。」とおっしゃって頂き、利用者様を中心

にご家族様・職員とで和やかなひと時を過ごすことができました。

※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。
２月は３歳児の園児さんたちが初めて来苑してくれ
ました。生活発表会で披露した歌を歌ったり、鈴や
カスタネットを使いながら合奏するなど、一生懸命
な姿を見せてくれました。「上手にできたね。よく
頑張ったよ。」と利用者様から優しい言葉をかけら
れると、「おじいちゃん、おばあちゃん、ありがと
うございました。」と挨拶をし、微笑ましい交流会
となりました。

1日～４日 桜外出

５日～１１日 ボランティア週間

１２日～１８日 習字クラブ

１９日～２５日 スポーツクラブ

２６日～3０日 音楽クラブ

4月

１日・２日 音楽クラブ

３日～９日 料理クラブ

１０日～１６日 苑外外出

１７日～１９日 野点

２０日～２３日
ハンドマッサージ

映画上映会

２４日～３０日 ボランティア週間

３１日 創作クラブ

５月

１日～６日. 創作クラブ

７日～1３日 習字クラブ

１４日～２０日 スポーツクラブ

２１日～３０日 買い物外出

６月

≪お花見外出≫

桜が満開になり利用者様と近くの公園

へ外出いたしました。桜とユキヤナギ
をご覧になり、「満開で綺麗だね。」

と喜ばれ、桜にまつわる思い出を嬉し

そうに話されていらっしゃいました。
つかの間のひと時を楽しまれたご様子

でした。

高齢者住宅西山
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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

なごや認知症カフェ
「えんカフェごくらく」

開催します

日 時 ： 毎週第２木曜日
時 間 ： 午後１時３０分～３時３０分
場 所 ： 極楽苑 １階 喫茶コーナー

参加費 ２００円
お問合せ： ７０１－０７０７

「えんカフェごくらく」とは、地域住民の方や
認知症の方、そのご家族が気軽に楽しく和やか
に集うことができる場所です。心地よい音楽と
心地よい空間で喫茶と併せて、認知症や各種介
護サービスに関する相談ができ、仲間づくりや
情報交換を行うことができます。お気軽にお立
ち寄りください。

社会福祉法人 高針福祉会のホームページに

掲載させて頂いております。

【平成２９年度事業計画について】

【介護職員処遇改善加算について】

《お知らせ》

高針福祉会

厚生労働省において、介護職員の処遇改善を
図るため、平成２９年４月１日から加算が拡充
されることになりました。
つきましては、各事業所において4月サービス分
ご利用料より、以下の割合（％）で加算率が変
更となりますのでお知らせいたします。

極楽苑：特別養護老人ホーム 8.3％
ショートステイ 8.3％
デイサービス 5.9％
訪問介護 13.7％

香流川：地域密着型特別養護老人ホーム 8.3％
グループホーム 11.1％
小規模多機能ホーム 10.2％

西 山：定期巡回・
随時対応型訪問介護看護 13.7％

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）新設


