八月七日に﹁納涼祭﹂を開催し
ました︒
夏の夜を︑御家族と一緒に楽し
まれていました︒

今年も︑みなと保育育育
育園の園児に
よる︑子供みこし︑歌︑和太鼓を
元気良く披露して頂きました︒皆
様﹁かわいい︑かわいい﹂と言い
ながら大きな拍手を送られていま
した︒

納涼祭

施設長あいさつ

社会福祉法人 愛泉会 特別養護老人ホーム 河鹿の里
ホームページ http://www.aisenkai.jp/kajika/index.html
力強い太鼓
に
元気一杯！

スタッフによる
アトラクション

練習不足でしたが頑張りまし
た︒

です
大好評 とこ
ひょっ

ピンクレデ
ィー

〜
美脚ですね

かまわない？

この手にふれても

ソーラン節

とつ
気持ちはひ

※ 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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七月三日︑十日︑十五日に
ファッションセンターサンキ︑戸
村油津店︑ニコニコショップ︑四
目饅頭へ出掛けました︒久しぶり
の外出に皆様ワクワクされてい
らっしゃいました︒

買い物ツアー
暑い日でもあり︑
好きなアイスクリー
ムを買われ︑涼まれ
ていました︒
皆様それぞれが色
やデザインなど好み
の服を購入され楽し
まれていました︒

これを
買おうかしら

七夕ホーム喫茶
九月十六日に開催︒
外部の方より民舞︑衛藤モトメ
様の御家族よりオカリナを披露し
て頂きました︒

敬老会

七月七日に開催︒
寸劇︑織姫と彦星の物語︒
スタッフが羽織るドレスがかわ
いいと好評でした︒
プリンアラモードは見た目も可
愛くて︑食べるのがもったいない
と話され︑サイダーも冷たくて美
味しいと好評でした︒

六月末には利用者の皆様に短冊を
書いて頂き︑それぞれで願いを込め
笹の葉に飾ってもらいました︒

来年もまた喜んで頂ける様な敬
老会を開催出来たら …
と思いま
す︒
毎年恒例の職員の寸劇では﹁こ
んにちは赤ちゃん︑めでたいな﹂
を披露︑六つ子が生まれるという
大笑いな劇でした︒

九月はフェルト生地で財布を作
りました︒カワイイでしょー︒

︵月２回実施しています︶

〜手芸〜

クラブ紹介

余暇活動
として毎日
コツコツと
取り組んで
います︒
新聞紙︑
色紙︑和紙
を使用して
カワイイか
えるの親子
が出来まし
た︒

七月誕生会 創作活動

スタッフの
出し物はマツ
ケンサンバで
した︒利用者
の皆様︑盛大
な拍手をあり
がとうござい
ました︒

八月誕生会
学生さん達
による手品を
不思議そうに
見ておられま
した︒利用者
の𠮷田様にも
詩吟を唄って
頂きました︒

九月誕生会

一〇三歳を
迎えられまし
た︒これから
も元気にお過
ごし下さい︒

このように日常生活を営むの

■認知症高齢者・知的障がい者・

に行う事が困難な方が利用でき

意思表示を自分ひとりでは適切

めの情報の入手︑理解︑判断︑

に必要なサービスを利用するた

精神障がい者など日常生活上の
ます︒

■福祉サービスの利用援助

︿サービスの内容﹀
■日常的金銭管理サービス
ど
※のサービスを利用するかにつ
いては︑一人ひとり異なります

■書類等の預かりサービス

また︑生活に必要なお金の出入

ので︑
利用者ごとに支援計画︵援

例えば …

断能力をお持ちの方︒

いてご理解いただける程度の判

■同時に本事業の契約の内容につ

判断に不安のある方︒

﹁どんな人が利用できるの？﹂
︿利用対象者﹀

日常生活自立支援事業をご存知ですか？
﹁日常生活自立支援事業﹂と
は︑日 常 生 活 に 不 安 を 抱 え た
方々の自立をお手伝いする事業
です︒
毎日の暮らしの中には色々な
不安や疑問︑判断に迷ってしま
判断能力が不十分な方にとっ

うことがたくさんあります︒
て︑福祉サービスの情報を自分
で集めたり︑自分に合った福祉
サービスを選択したりすること

れに困ったり︑大切な書類など

助方法をくわしく書いた計画︒

は容易なことではありません︒

の保管場所を忘れてしまうこと

具体的なことを決めてありま

援助内容︑担当者︑訪問日など

日常生活自立支援事業は︑福

協議会が実施主体となり事業を

談等に係る経費や生活保護受給

ただし︑契約締結前の初期相

九月九日は重陽の節句︒
多くの節句と同様に﹁重陽の
節句﹂も中国から伝わってきた
ものです︒
節句というのは﹁季節のかわ
りめに行われる伝統行事﹂のこ
とで﹁重陽の節句﹂もその中の
一つです︒
昔中国では︑奇数を陽の数と
し︑陽の気が極まった﹁９﹂が
重なる九月九日は大変めでたい
日であるとされました︒邪気を
払い長寿の効能があると考えら
れていた菊を用いて祝っていた
から別名﹁菊の節句﹂又︑収穫
の時期にもあたるため庶民の間
では﹁栗の節句﹂とも呼ばれ︑
栗ご飯などで祝いました︒現在
でも菊の花を愛でながら栗ご飯
をいただく風習がひきつがれて
います︒
河鹿の里でも︑皆様の長寿を
願いお祝いの料理をお出しして
います︒

五節句

１月7日
七草の節句

5月5日
端午の節句

も考えられます︒
祉サービスの利用手続きや日常

サービスの提供を行います︒

す︒
︶を 決 め︑そ れ に 基 づ い た

実施主体が設定している訪問

用者が負担します︒

実施主体が定める利用料を利

︿利用料﹀

的な金銭管理のお手伝いを行う
ことにょり︑地域の中で安心し
た生活ができるよう支援する事
業です︒

豆知識

行っています︒具体的な援助事

世帯の利用料については︑無料

１回あたり平均千二百円︒

務は︑宮崎県社会福祉協議会が

となっています︒

メニュー
○栗ご飯
○とり肉の梅酒煮
○菊花風和え物
○きのこ汁
○みかん

9月9日 重陽の節句

3月3日
桃の節句

7月7日
七夕節句

重陽の節句
9月9日

宮崎県では︑宮崎県社会福祉

事業を委託する市町村社会福祉
協議会︵県内 ヶ所︶が行いま
す︒
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1月7日 七草の節句

3月3日 桃の節句（ひなまつり）

5月5日 端午の節句（こどもの日）

7月7日 七夕の節句（七夕祭）
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大塚留唹久様 90歳
黒井スマ子様 91歳

江藤欣一郎様 87歳
国部スズヲ様 91歳

平澤三千万様 87歳
根木村フサエ様 94歳

筒井孝良様 94歳
稲澤ミト様 96歳

七夕御長寿 油津銀天街
七夕飾り見学

三浦忠様 75歳
大石ナカ子様 94歳

御長寿ひこぼし︑おり
ひめをご紹介いたしま
す︒

デイサービスだより

油津銀天街へ七夕飾りの見学
に行ってきました︒たくさんの
施設が出展された七夕飾りや︑
久しぶりに銀天街のアーケード
を歩いて回り︑懐かしい思い出
話で︑楽しいドライブとなりま
した︒
デイサービスで作成した七夕
飾りもみごと金賞をいただきま
した︒

デイサービス長寿番付
横綱

大関

関脇

小結

稲澤ミト様……………97歳
（大正7年12月1日）

筒井孝良様……………95歳
根木村フサエ様………95歳
大石ナカ子様…………95歳

山田チヨ子様…………94歳
山下美代様……………93歳
外山アサヲ様…………93歳
國部スズヲ様…………91様
久保フミ様……………91歳
徳井マツ子様…………91歳
黒井スマ子様…………91歳
矢野チエコ様…………91歳

中津ヤス子様…………90歳
古澤ハツ子様…………90歳
河野イナ様……………90歳
谷村タツエ様…………90歳
中津マス子様…………90歳

福永ハマコ様…………96歳
（大正8年9月1日）

皆さま、
これからも益々お元気で！
デイサービス御利用の皆様︑
敬老の日おめでとうございま
す︒九月十八日︵金︶︑少し早
目の敬老行事を行いました︒
昼食は︑松花堂弁当でお出し
しました︒皆様にはいつも好評
であるお刺身が一番人気で︑ま
たおやつには︑紅白まんじゅう
で喜んで頂きました︒
︻丸山管理栄養士︼

お彼岸御膳

御長寿祝御膳

七夕御膳

行事食の紹介

平成27年12月31日現在

