事 業 内 容
特別養護老人ホーム
定員65名
短期入所生活介護（ショートステイ） 定員15名
デイサービスセンターⅠ型（地 域 密 着 型）定員15名/日
デイサービスセンターⅡ型（認知症対応型）定員12名/日

発 行
令和３年11月7日

第44号

安全・安心・ゆとり
川俣ホームは、利用者の主体性と自主性を尊重
し、人間としての尊厳に根ざした介護を進め
ます。
川俣ホームは、家族・地域社会との連携を密に
し、あたたかい家庭的環境を築きます。

100歳

101歳

102歳

職員からのメッセージ
今回は我がホームにおいて、百歳を超えられた御三方に表紙を飾って頂きました。介護の現場に身を置き
10年余り、百歳以上の長寿の方々を観察した結果、私見ではありますが、１つの共通点を見出すに至りました。
それは“マイペース”。皆様方、他人からどう思われようが、一切気にされる素振りはありません
（笑）。自分のペ
ースで思うがままに行動されます。その一方、他人に対してはとても寛容、よそ様の言動に目くじらを立てる
方などいらっしゃいません。先日ノーベル物理学賞を受賞された真鍋淑郎さん（御年90歳！）が国籍を日本から
アメリカに変えた理由について、以下のように述べていらっしゃいました。「日本人は他人が何を考え、どう
感じているかを尊重し、そこに調和が生まれる。それはそれでとても素晴らしい事だが、私はもっと自由に研
究がしたかった。他の人を傷つけたいとは全く思わないが、皆が私をどう観察しているかには少しも興味がな
い。」この発言を聞いて、思わず私は納得！百歳越えのご利用者の生き方に相通ずるものがある、だからこそ皆
様方チャーミングで、人間的な魅力に溢れているのだと…。重要なのは自分らしくあるという事…。確固たる
自我を確立し、尚且つ他者の多様性に対して寛容である事…。現代人の指標ともいうべきその生き方こそが、
長寿の秘訣なのかも知れません。

特別養護老人ホーム・短期入所

1階

２大看板行事である納涼祭と敬老会、今年もご家族の皆様方を招待する事は叶いませんでしたが、制限
された状況の中、趣向を凝らし、笑顔で暗い世の中を吹き飛ばそうをモットーに開催しました。

納涼祭

敬老会
甘味処を満喫、思わずピース
職員の手作りのオ
ブジェ、セットの前
で記念撮影、ナイス
スマイル！

往年の名曲お祭り
マンボでダンシング。
練習の甲斐あり、会
場は大盛り上がり。

安来節、どじょう
踊りを披露、ベテラ
ン職員の腰使いに悲
鳴ともつかない歓声
が…。

日常の風景

折々の野菜を
皆で収穫、それ
を食材としたお
料理レクも定期
的に開催してい
ます。

臨時介護士

職 員 紹 介

臨時介護士

齋 藤 エルナ

どんな仕事も厭わずクール
にこなす頼もしいお姉さん︑
その実茶目っけたっぷり︑
ユーモアのセンスも抜群︒

高 橋 ロセルマ

礼儀正しく働き者︑一番の
頑張り屋さんです︒ご利用者
はもちろん職員も癒されてい
ます︒

栄養士

今年度入社︑飾らない性格
と優しい笑顔で︑またたく間
に皆の人気者︑フレッシュな風
を吹き込んでくれています︒

菅 野 美 月

中庭にて、風薫る新緑の中、手
をつなぎながら歌ったり、踊った
り、ささやかながらも楽しいひ
と時。

2階

夏祭り

デイサービスセンター

敬老会

8月9日〜14日の6日間夏祭りを
行いました
今年は、
大好評の芋もちと、焼きそば、
フルーツジュースを楽しん
でいただきました！

めざせ！
百寿！

歳を
く100
まもな ばかり！
方
迎える

大当たりくじを引いた方
は、挑戦権を獲得し、フラフ
ープやけん玉、カラオケを職
員と一緒に
披露しまし
た！

人生100年時代！
現在、100歳以上の
方は２名ご利用さ
れています！
ます
とうござい

で
皆様、おめ

たー♪

さまでし

ごちそう

90歳以上の方を記名した“長寿番付”は、毎年
長寿番付”は 毎年
皆様の楽しみでもあり、目標でもあるようです。

オリンピック
音頭熱唱〜♪

ご 利 用 者 ＆ご 家 族 の 声
川俣デイの 1 日
8：05 〜 9：15
朝の送迎

9：15 〜 11：45

増 山 ヨシミ 様
ご利用歴：７カ月
ご利用状況：週２回

長 澤 ヨ シ 様
ご利用歴：５カ月
ご利用状況：隔週１回

紺 野 喜 久 様
ご利用歴：３年３カ月
ご利用状況：週３回

いつも気にかけてもらって
至れり尽くせりでありがたい
と思っています。分からない
事を聞いた時、私が分かるよ
うに納得のいく答えが返って
くるので、とても安心してい
ます。

初めは緊張していたけれ
ど、最近は慣れてきた。お風
呂に入れることが幸せ。皆に
良くして貰ってありがたい。
ここで美味しい物食べて長生
きしなんねぇな！！

ここに来るのが私の楽しみ
♪ご飯はおいしいし、お風呂
は最高‼帰る頃になると寂し
くなるけど、また皆さんに会
えるのを楽しみに、お迎えを
待ってるの！

コロナ禍で人と接する機会
が少なくなりました。川俣
ホームさんにも慣れてきて、
いろんな人とお話ができ、お
風呂にも入れるので週２回の
デイサービスを楽しみにして
いるようです。
連絡帳にホームの様子や連
絡、母の状態など細かく書い
て下さるので安心していま
す。職員さんは優しいねと
言っていました。これからも
宜しくお願い致します。

川俣ホームの皆様にはとて
もお世話になっております。
心から感謝申しあげます。一
週間おきにホームに行くのが
とても楽しみに待ち遠しいよ
うに見受けられます。帰宅し
てからも一日の出来事や食事
がおいしかった事など、いき
いきと話をしてくれます。こ
れからもよろしくお願いいた
します。

一人の時間がほとんどなの
で、デイサービスで皆さんと
一緒に体を動かし、おしゃべ
りすることを楽しみにしてい
ます。朝のお迎えの時に、ス
タッフの方が優しく声をかけ
ていただける事も励みになっ
ています。そして、昼食が美
味しいと喜んでいます！父が
亡くなり気落ちしていた頃
は、体重が減り痩せてしまい
ましたが、今ではすっかり回
復し、元気に過ごしていま
す。大変感謝しています！

川俣ホームデイサービスセンターはそれぞれに合わせてご利用回数や曜日の選択ができます！

健康チェック 水分補給
入浴 脳トレ など

12：00 〜 14：00
昼食

午睡

14：00 〜 14：30
検温・整容

14：30 〜 15：40
運動プログラム
レクリエーション

15：40 〜 16：10
おやつ

帰宅準備

16：15 〜 17：30
帰りの送迎

和気あいあいと賑
やかな１日を過ご
して頂いています♪

Shintatsu × SDGs

RUN伴ふくしま
2021への参加

SDGsはじめました！

川俣ホームは、認知症のある高齢者との絆を深め
るイベント
「RUN伴ふくしま」に参加しました。
９月のアルツハイマーデイを広く知って頂くため
の活動として2019年から開催している企画です。
イベントに参加
することで参加者
同士の絆を深め、
地域の皆様との絆
も深めることがで
きれば幸いです。

対面の面会を再開しました

個人情報保護法により紙面に掲載されている写真は個人の承諾を得て掲載しております︒

感染症対策で長期にわたり面会を制限させて頂い
感染症対策で長期にわたり面会を制限させて頂
ていましたが、11月1日より特養利用者への対面の
面会を再開いたしました。感染症対策により、シー
ト越しで非接触、人数、
時間など制限、条件を設
けておりますが直接の面
会を行えるようになりま
したので、予約の上ご利
用ください。また、オン
ライン面会も引き続き
行っておりますのでよろ
しくお願いします。

ご 遺 志
■定期…理髪
●理容川俣支部様
理髪
●水野屋分店様
食料品販売
（配達）
●髙橋美華様
生け花

匿名希望（５月）
匿名希望（６月）

ご寄付・ご寄贈
高橋 澄江様
…シーツ・タオル類
匿名希望……果物

SDGsってなに？

「持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals）」のことで
持続可能でより良い世界をめざす国際目標です。
2016年〜2030年までの15年間で世界が
達成すべきゴールを表したものです。

社会福祉法人信
達福祉会では、17
のゴールを意識
し、持続可能な社
会と地域強制社会
の実現をめざし
て、SDGsの価値観を活かした事業運営に取り
組んでまいります。

令和3年度より、川俣ホームは、地域の清掃
作業を行っています。
ゴミ拾いを通して、地域の皆様に支えて頂い
ている川俣ホームが少しでもお応えすることが
できたら…と思いながら取りくんでいます！

職員募集

一緒に ょう！
働きまし
備！
制度も完
ター

プリセプ

介護職・看護職・送迎ドライバー…若干名
【勤務形態】●介護職……シフト勤務（5交替制）
●看護職……シフト勤務
●送迎ドライバー…7：45〜9：15、16：00〜17：30
【勤務場所】●特別養護老人ホーム川俣ホーム
○川俣ホームに通勤可能な方
○給与・待遇については、信達福祉会の給与・就業規程によります。
お気軽にご連絡ください。おまちしています。担当：渡辺・菅野

編 集 後 記
「秋の日は釣瓶落とし」の謂われ通り、日に日に夕闇の迫る時間が早くなるのを実感します。
人生の晩年はよく夕暮れ時に例えられますね。“斜陽”“日没”といった暗いイメージがある一方、
その美しさは一日の中でも格別で、最も情緒に溢れた時間帯でもあります。当園での生活が夕景
のように美しく彩られ、情趣豊かなものとなるよう、我々職員一同精一杯サポートしていきま
す。西の空に瞬き、厳かに輝く一番星の様な存在を目指し、精進して参ります。

〔発行〕社会福祉法人信達福祉会

特別養護老人ホーム

川俣ホームフェイスブック
二次元バーコード

川俣ホームホームページ
二次元バーコード

Please check it out !

川俣ホーム

〒960‐1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2‐1 TEL024‐565‐2881 FAX024‐565‐2230
ホームページ・http://www.shintatsu.jp メールアドレス・kawamata@shintatsu.jp

