八月二十四日
の落成式にひ き
続き︑九月一日
には開所式があ
り︑北郷町長を
お招きしてテー
プカットが行わ
れました︒当日
御利用の二十一
名の皆様方から
も盛大な拍手を
頂き︑オープン
初日を迎えま し
た︒新しい施設
での最初の御利
用と言う事もあ
り︑皆様方には
大変喜んで頂き
ました︒﹁ 広々
としていて︑と
てもきれいで す
ね﹂﹁ありがた
い﹂との感想が
きかれました︒

浴室
紹介
浴室は︑﹁さくら﹂と﹁ね
むのき﹂︑又︑体の不自由な
方には︑﹁もみじ﹂がありま
す︒ゆっくりと温泉につか
り︑心身を癒して頂けたらと
思います︒

足湯紹介

センターの東側の屋外には
足湯がありますので地域の方
々も気軽に御利用下さい︒
季節の移ろいを感じながら︑
ゆったりとした時をお過ごし
下さい︒

カラオケ
スペース

カラオケスペースでは︑通
信カラオケで︑お好きな歌を
自由に歌って頂く事が出きま
す︒部屋としても使用出きま
すので︑まわりを気にせずに
親しい皆様と賑やかに楽しん
で頂けます︒

トレーニング
スペース

トレーニングスペースには
四台の最新訓練機器が設置さ
れ︑下肢筋力や腕の筋力の強
化を図る事が出来ます︒体力
作りに最適です︒
今回は︑デイサービスセン
ターの新設に伴い︑特集を組
ませて頂きました︒地域の皆
様の憩いの場として︑温泉は
もとより︑楽しい活動や美味
しいお食事を御用意し︑スタ
ッフ一同︑心を込めたサービ
スの提供に努めて参りたいと
思います︒たくさんの皆様の
御利用をお待ちしております︒

理事長 西

島 英 利

社会福祉法人 愛泉会

者の方々が可能な限り在宅に
おいて︑その有する能力に応
じて自立した日常生活を営む
ことができるよう︑心身機能
の改善︑環境調整等を通じて
自立を支援し︑生活の質を向
上させることが求められてい
ます︒これらを踏まえ︑河鹿
の里デイサービスセンターは
地域の総合的在宅サービスの
拠点となり︑また︑地域の交
流の場としてもご活用いただ
けることを目的に落成の運び
となりました︒
ここに落成式を迎え︑役員
職員一同心を新たにして﹁安
心と信頼﹂の施設として︑誠
心誠意取り組む所存でありま
すので︑今後ともより一層の
ご指導とご支援を賜りますよ
うお願い申し上げ︑ごあいさ
つと致します︒

デイサービスセンター完成

ご あ い さつ
本日ここに社会福祉法人愛
泉会 介護老人福祉施設河鹿
の里デイサービスセンターの
落成にあたり︑ごあいさつ申
し上げます︒
このたびの建設にあたりま
しては︑北郷町をはじめ町民
の皆様︑関係各位のあたたか
いご理解とご協力を賜り︑近
代的なセンターが完成しまし
たことを衷心より敬意を表し
深く感謝申し上げる次第であ
ります︒
昨今︑社会福祉や社会保障
の分野は大きな変革期を向か
え︑特に介護保険制度改革は
介護予防に重点を置き︑対象

※ 写真、名前の掲載はご家族、ご本人の承諾を得ています。
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社会福祉法人 愛泉会 特別養護老人ホーム 河鹿の里

フローランテ宮崎

納涼 祭
施設内研修
緩和ケア
七月二十五日︑県立日南病
院・野元敦子先生を講師に招
き︑﹁その人の〝生と死〟を
支える緩和ケア﹂をテーマに
して︑施設内研修を行いまし
た︒
緩和ケアでのコミュニケー
ションの取り方や接し方につ
いて学ぶことで︑常にやさし
い声掛けや相手の立場に立っ
て接することの大切さを再認
識することができました︒

救急蘇生法講習

八月一日︑日南消防署の方
々の御指導のもと︑私達スタ
ッフは救急蘇生法の講習を受

けました︒A ED︵自動体外
式除細動器︶を使った救命法
では実際に人形を使い︑気道
確保や人工呼吸︑更に心臓マ
ッサージなど一人一人が真剣
な表情で取り組みました︒
万が一の事故に備え役立て
て行きたいと思います︒

家族会奉仕作業
七月二十二日︑家族会の皆
様方に窓ガラス拭き・ベッド
サイド拭き等︑施設内をきれ
いに掃除をして頂きました︒
暑い中︑二十四家族︑二十
六名様の参加を頂き︑厚く御
礼申し上げます︒
ありがとうございました︒

お礼

退職
平成十九年七月三十一日付
けで︑二名の職員が退職され
ました︒
渡辺 里美さん︵寮母︶
山下 徹 さん︵相談員︶
大変お疲れ様でした︒今後
の御活躍と御多幸をお祈り致
します︒

編集後記

歳﹂

残暑厳しい日々が続いてお
ります︒皆様お変わりなくお
過ごしでしょうか︒
七月発行予定の河鹿の里だ
よりが︑デイサービスセンタ
ーの新設に伴い︑九月発行と
なりました︒今回の特集を御
覧になり︑ぜひ一度足を運ん
で頂けたらと思います︒

ＭＲＴラ ジオ

﹁ 吼 えろ ！

平成十九年度 日本自転車
振興会より︑福祉車両︵リフ
ト付きワゴン車︶の助成金を
受けました︒
ここに心より感 謝 申し上 げ ︑
社会福祉の為に役立たせてい
ただきます︒

長寿者紹介

皆様︑長寿日本一を
目指し︑益々御元気
にお過ごし下さい︒

介護し︑励まして頂いた事︑
深く感謝致します︒
母は︑いつも︑誰かの為に
﹁敬老の日﹂に因み︑河鹿の
尽くし続けていました︒本来
里の九十五歳以上の御長寿の
ならば私が同居し介護をしな
皆様を紹介致します︒
ければいけないのにそれが出
来ず申し訳なく思っています︒ ★大迫 キク様 百四歳
河鹿の里で楽しく過ごせる時 ★大和 コヨ様 百歳
間が少しづつでも増えればと ★福岡 ウラ様 百歳
願っています︒私も母に会う ★久島マサエ様 百歳
回 数を増やしたいと思います︒ ★後藤ヒトエ様 九十九歳
河鹿の里の皆様方には︑これ ★長友 ハナ様 九十七歳
からも︑色々とご迷惑をおか ★三重 テル様 九十六歳
けすると思いますが︑どうぞ ︑ ★外山 ミト様 九十五歳
★稲田フヂエ様 九十五歳
宜しくお願い致します︒
時任 久江︵娘 ︶ ★根井 コメ様 九十五歳
★高橋 義鳥様 九十五歳
★平畑ミサヲ様 九十五歳
スタッフより一言
★古谷フデヲ様 九十五歳
★倉岡マサエ様 九十五歳
いつも元気いっぱいのハツ
コさん︒毎日︑歩行訓練を頑
張っていますね︒自分の健康
管理には気を遣われ︑とて
も︑しっかりされています︒
これからも︑笑顔を絶やさ
ず︑元気で園生活をお過ごし
下さい︒

先月︑
ラジオの取材
と収録がありました︒
ゲストは︑倉岡マサエ様で
す︒御友人の紹介で﹁吼えろ
九十歳﹂の番組に出演が決ま
り︑当日のインタビューとな
りました︒パーソナリティの
方の問いかけに昔を思い出さ
れ︑はつらつと答えられまし
た︒特に助産婦をされていた
頃の記憶は鮮明であり︑つい
昨日の事の様に一生懸命に話
されていました︒
当日は︑妹さん達や御友人
と共に︑笑顔の絶えない賑や
かな収録となりました︒
放送日は︑九月二十三日の
予定です︒又︑前日の読売新
聞には︑スポンサーの宣伝と
共に写真が掲載される予定で
す︒ぜひ御覧下さい︒

収 録 倉 岡マサエ様

八月三日︑河鹿の里・納涼
祭が開催されました︒台風の
心配もありましたが︑予定通
り行う事ができました︒
今年は︑初めて保育園児の
みこしの参加もあり︑登場と
共に掛け声が︑一層大きくな
り︑一気にお祭も盛り上がり
を見せました︒アトラクショ
ンも多数あり︑内容も充実し
た物ばかりで︑利用者の皆さ
んも興味深く見入られ︑一つ
終わる度に拍手をされていま
した︒昨年より取り入れた︑
お楽しみ抽選会も大好評で︑
参加して頂いたご家族の方に
も喜んで頂けた様でした︒
来年も趣向を凝らした納涼
祭を開催したいと思います︒

ないのは︑母のお陰と感謝し
ています︒私が結婚し神奈川
で住む様になり︑父が定年退
職して暫くして︑祖母の看病
の為北郷に移り住みました︒
祖母が永眠してからは︑夫婦
でゲートボールを始め色々な
所に試合に行き最も人生を楽
しんでいたと思います︒父が
病気になってからは︑自宅で
父と姑の介護をしていました︒
父が入院してからも︑毎日看
病をしていました︒母の手厚
い看病を受けた父は︑とても
幸せだったと思います︒父の
亡き後︑母は︑独り暮らしを
始めました︒それまでの疲れ
が出たと見え体調を崩す日が
多くなりました︒母の弟達が︑
周りにいて毎日気に掛けてく
れました︒遠方に住んでいる
私は︑住宅事情もあり同居で
きませんでした︒一昨年の十
月︑脳梗塞で入院し︑リハビ
リに励みましたが︑車イス生
活となり自宅での生活は不可
能になりました︒昨年の一月
から河鹿の里にお世話になり
一年八ヶ月になります︒入所
当時は︑精神的に不安定にな
り周りの方々にご迷惑をおか
けした事もありましたが︑皆
様 に 優 し く 声 を 掛 け て 頂き︑
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五月十六日︑河鹿の里では
﹁フローランテ宮崎﹂への見
学が︑利用者十三名︑スタッ
フ八名︑日南看護専門学生二
名︑家族会より一名の参加で
実施されました︒
昨年は︑こどもの国﹁フラ
ワーフェスタ﹂の予定でした
が雨天の為中止となり今年は
皆様の願いが届いたのか︑河
鹿の里を無事に出発︑現地に
て昼食のカレーライスを食さ
れ︑お腹も一杯になり満足の
笑顔で︑会場見学︒園庭の素
晴しい様子も楽しまれ︑それ
ぞれお小遣いで︑お土産やお
買物に・・・最後に︑ソフト
クリームを食べている頃より
雨がぽつりぽつりと降り始め
ましたが︑楽しい見学となり
帰途につきました︒

母のまなざし

私の母
母は︑大正十二年北郷で︑
弟三人︑妹二人の長女として
生まれました︒戦中︑戦後の
苦しい経済状況の中︑家計を
助ける為に働き又︑長男であ
る父と結婚してからは︑義弟
や義妹の学費捻出の為母の実
家からお米を貰ったり︑力仕
事をしてお金を稼いで学費を
渡していたと聞いています︒
父は︑お酒が好きだったので
家計のやり繰りは︑大変だっ
たと思います︒私達家族は︑
日南に住んでいました︒私の
子供時代︑母は︑料理が上手
で︑いつもおいしい食事や色
々なおやつを作ってくれた思
い出があります︒好き嫌いが

井上 ハツコ 様
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