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加をする﹂という保証はありませ
ん︒我が国の労働力人口は平成十
年をピークに減少傾向に転じてい
ます︒
現在︑特養の待機者は要介護三
以上に限っても約三十四万人とい
われています︒
これらを踏まえ︑地域の皆様と
共に新しい福祉の町づくりを考
え︑安心と信頼をいただける施設
づくりに寄与してまいりたいと考
えております︒
本年も︑より一層のご支援を賜
りますようお願い申し上げます︒

河鹿の里スタッフによる手作りの門松です

餅つき

手馴れた手つきでち
ぎっては丸め︑ちぎって
は丸め︑と立派な鏡餅の
完成です︒

※ 写真、名前の掲載はご家族、ご本人の承諾を得ています。

獅子舞

今年も元旦に飫肥田ノ上
八幡神社様による獅子舞を
見物しました︒
今年も健康でありますよ
うに と
…願いを込めて厄払
いして頂きました︒

息もピッタリ

川越 宏

愛泉会副理事長
河鹿の里 施設長

新年のご挨拶

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

謹賀新 年
明けましておめでとうございま
す︒
アベノミクスがセカンドステー
ジに入り︑新しい政策目標の一つ
として安心につながる﹁社会保障
〜介護離職ゼロ〜﹂が掲げられ︑
そのための方策として︑特別養護
老人ホームの整備等サービス供給
の上乗せ拡大を図ることとされま
した︒
介護施設の設備は︑介護離職ゼ
ロのためばかりでなく︑もともと
急がれていたもので︑大いに促進
する必要があります︒
しかし︑一番ネックになるのが
介護人材の確保であることは︑関
係者であればまず思うことでしょ
う︒
今後の介護需要の増大を考える
と﹁二〇二五︵平成三十七︶年に
は約三十八万人の介護人材が不足
する﹂二〇二五年には︑二〇一五
年より八十二万人多い二百五十三
万人の介護職が必要で︑今後︑介
護職員がこれまでと同様の傾向で
増加するとしても︑三十八万人不
足する︑平成十二年に介護保険法
が施行されて以降︑介護職員は著
しく増加をしています︒しかし︑
今後﹁これまでと同様の傾向で増

ハイポーズ！
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文化祭見 学

十一月二日に日南市文化祭に展
示した作品の見学に行きました︒

グルメツアー
十一月十日にサピアショッピン
グセンターのパティオにて昼食を
摂りました︒
エビ天丼と餃子を頂きました︒
﹁食べきれるかな？﹂と心配でし
たが︑食後のアイスまでしっかり
と頂きました︒
二名の御家族の方も参加頂きあ
りがとうございました︒

十二月八日にクリスマス会を行い
ました︒
園児のかわいい踊りに利用者の皆
様は目を輝かせていました︒
又︑外部の方より歌を四曲披露し
て頂きました︒お忙しい中︑お越し
頂きありがとうございました︒

サンタの帽
子
が
似合ってます
ヨ

クリスマス会

ハイ！ポーズ！

誕生会

毎月︑その月に誕生日を迎えら
れた利用者の方を皆さんでお祝い
しています︒

創作活動

毎月︑色々なテーマを決めて
作品作りに取り組んでいます︒
今年の干支は申年です︒皆様
で宝舟に乗るイメージでこの作
品を創りました︒

書道クラブ・音楽クラブ・手
芸クラブ・絵画クラブを実施し
ています︒今回は絵画クラブを
紹介します︒
月２回専任講師の指導をうけ
ながら作品を仕上げています︒

クラブ活動

いつまでもお元気で
お過ごし下さいね。

に！
福が来ますよう

ブ
絵画クラ

学生さんも交えて
アトラクションをしました。
組体操！

11月

91歳

廣峯シズ子様

プレゼントは
何かしら？
十二月二十二日︑クリス
マスディナーを行いまし
た︒サンタにふんしたス
タッフからプレゼントをも
らい︑その後にディナーを
いただきました︒

クリスマスディナー

10月
で〜
手を離さない
〜〜っ！
せ〜の ふぅ
た
し
はい、消えま

12月

「学園天国」
さぁ歌いましょう♫

開始待ちです！
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ト︑つまり安全網です︒最低生
活保障の
ためのた
いへん大
事な制度
ですがそ
こには困
窮から脱
却してい
くことを
支援する
仕組みは
ありませ
ん︒
生活困窮者自立支援法は︑こ
の最後のセーフティネットのい
わば手前に︑もう一つのセーフ
ティネットを張ろうとするもの
です︒それは︑人々が元気を取
り戻すことを支え︑地域社会と
雇用へ繋
ぎ 直 す︑
トランポ
リンのよ
うな仕組
みです︒
困窮に
陥ってい
る人たち
が直面し
ているの

せち料理」をお出ししました。

メニュー

○なます ○黒豆 ○きんかん

○鶏肉の八幡巻き

○淡雪かん

○海老のうま煮

○花麸のすまし汁

盛り込まれています︒

田作り

数の子

れんこん

祈り︑海の幸・山の幸がふんだんに

り五穀豊穣・不老長寿・子孫繁栄を

﹁お せ ち 料 理﹂に は︑年 始 に あ た

紹介します︒

今回は︑おせち料理のいわれをご

○赤飯 ○鯛の塩焼き

めでたいこと、よろこびをあらわす紅 片口いわしを冬の風にあてて乾燥させ
色、清浄・神聖をあらわす白を組み合 たごまめは、かつて田の肥料にもした
「田作り」
とも呼ばれています。
わせています。大根は大地に根を張る ことから
」の文字をあて、豊
ので、家の土台がしっかりして栄える 「五万米（ごまめ）
年豊作の願いを込めています。
ともいわれています。

黒豆

きんとん

日に焼けて真っ黒になるまでまめ（勤
勉）に、過ごせますようにという願い
を込めたものです。関西風は丸くふっ
くらと煮ますが、関東風は「しわが寄
るまで元気で働けるように」としわが
できるように煮上げます。

えび

えびはゆでたり焼いたりすると背が丸くな 「金団」と書き、財宝という意味があり
ることから、腰が曲がるまで長生きできる ます。色も金銀財宝を連想させる黄色
ようにという長寿の願いを込めています。
をしています。

今年も正月三が日にわたり
「お

なます

たくさんの穴が開いていることから、
先が見える、見通しがよいことをあら
わします。

数の子は粒が多いだけでなく、親の「に
しん」が「二親健在」に通じます。子
孫繁栄の縁起物です。

は︑心身の障害︑失業︑家族の
介 護 な ど︑複 数 の 問 題 が 絡 み
合った状況です︒
相談支援の窓口では︑一人一
人の事業に合った総合的な支援
計画を作成します︒自治体の判
断で︑就労の支援︑住居や食料
などについての一時生活支援︑
子どもの学習支援︑家計相談の
支援など︑法律に定められた新
しい事業です︒さらに︑障害︑
雇用︑介護など︑既存の縦割り
の制度を連携させた支援や︑地
域のＮＰＯなどの活動とつなげ
た支援も行っていく為︑期待さ
れています︒
ここ日南市では︑日南市役所
から委託を受け社会福祉協議会
が
﹁生活自立サポートセンター﹂
を設置しております︒

日南市社会福祉協議会

2016年おせち料理

給 食 だ よ り

生活困窮者自立支援法をご存知でしょうか？
昨年から生活困窮者自立支援
法が施行されました︒この法律
によって︑福祉事務所のあるす
べての自治体が︑生活困窮者に
対する自立支援に取り組んでい
ます︒
今︑日本では︑所得が平均的
な水準の半分以下の相対的貧困
と呼ばれる層が１６・１％に達
し︑とくに現代世代の単身女性
は︑３人に１人が相対的貧困と
なっています︒しかも︑今日見
られるのは︑貧困が支え合いや
がんばりにつながるのではな
く︑
逆に孤立やあきらめを生み︑
そのため
にますま
す貧困か
ら脱却で
きなくな
るという
悪循環で
す︒
こ れ ま
で は︑生
活が著し
く困窮し
たときに
頼ることができる制度は︑生活
保護しかありませんでした︒生
活保護は最後のセーフティネッ
日南市生活自立サポートセンター
TEL.0987-31-1152
社会福祉法人
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介護認定されている方は︑体
験利用も行っておりますので︑
是非御利用ください︒
電
※話 ５５ー３９０５︵村田・遠藤︶

平成 年
デイサービス温泉紹介
申年スタート
河鹿の里デイサービスでは︑
北郷温泉の源泉をお楽しみいた
だいております︒利用者様に
は︑温泉入浴を望まれて︑利用
される方も多くいらっしゃいま
す︒﹁昔は︑よく温泉に行って
いたけど …
︒今はなかなか行く
のがおっくうになって …
︒外出
の機会がなかなかなくて …
︒﹂
などの理由で温泉入浴が出来な
い︒

手すりが各所に設置されてお
り︑シャワーチェアーに座って
の洗身・洗髪もゆったりと出来
ます︒

大浴さくら

28

昨年の十一月下旬よ
り︑創作活動として取組
んでおりました﹁見ザ
ル・言わザル・聞かザ
ル﹂が︑完成しました︒
利用者の皆様とアイディ
アを出し合い糸を結んだ
り︑手足の指を針と糸で
縫い付け立体感を出しま
した︒
創作中には︑江戸時代
初期に活躍したとされる
伝説的な彫刻職人︑左甚
五郎の作品﹁眠り猫﹂の
話を利用者の江藤欣一郎
様より教えていただき︑
日々︑利用者様からたく
さん学ばせていただく毎
日です︒

デイサービスだより
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いい湯だな〜♫

身体が不自由な方でも︑お一
人でゆっくりとくつろげる温泉
浴も準備してあります︒

気軽に楽しめる
むのき
ね
浴
小
湯治場として

昼食後の余暇時間には︑多く
の方が足湯でくつろぎの時間を
過ごされています︒

編集後記

梅の花の散る頃が一番寒
いと言われますように︑ま
だまだ寒い日が続いており
ます︒
これからも利用者様が健
康で在宅生活を続けられ︑
幾つになっても︑いつまで
も︑自分らしさを保てる為
のお手伝いを
させていただ
きたいと思っ
ております︒

