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みさき

１２月２１日は冬至の日。

みさきでは２０日・２１日・２

２日の３日間、お風呂にゆずを

いっぱい浮かべて利用者の皆さ

まに入っていただきました。利

用者の方の中にはゆずを手に、

体をこすっていたり、ポンポン

とお手玉のように投げて遊ばれ

たりと・・・

皆さん楽しまれながら、お風呂

の中はゆずの香りでいっぱいで

した。

皆さまの健康を祈りつつゆず

の香りで温かい気持ちになりま

した。

ショートステイ

１２月に入り、利用者さんや

スタッフが「こたつがあればえ

えのになぁ」と良く耳にしてい

たところ、ついにホールにこた

つがやってきました！利用者さ

んは大変喜ばれ、早速こたつに

あたり、外の景色をゆっくりと

眺められています。

今年の冬はこたつでぬくぬく

と過ごしていただきたいと思い

ます♪

グループホーム
ユニット中央

利用者の方々と「クリスマス

会兼忘年会」をユニット白寿・

ユニット中央合同で行いました。

にぎり寿司や熱々のかに鍋に

舌鼓を打ちました。

皆さんいつもと違い、あれが

良いこれが良いと自ら好きな物

を選び「おいしい。美味しい」

と喜んで食べられ、お腹が一杯

と言いつつケーキを見ると『別

腹』とばかりに完食され、賑や

かに会話も弾み楽しい一夜を過

ごす事が出来ました。

わかば
うどん作りを職員、利用者の

方と一緒にしました。最初は

「見とるだけでええ」と言われ

ていた利用者さんも私たちがう

どんを踏んでこねているのを見

ていたらやる気になったのか

「どこえ～」と沢山踏んで下さ

いました。そのお陰でとてもい

いうどんが出来ました。それを

一晩寝かせ、次の日には鍋をみ

んなで囲み美味しく頂きました。

中央デイサービス
見てください、とても素敵な

このリースを！この日は、クリ

スマスに向けてクリスマスリー

ス作りを行いました。折り紙の

飾りやシールを配置を考えなが

ら貼っていく方や、直観で貼ら

れる方…飾りだけでなく、作り

方も様々で、傍で見ているだけ

で”楽しいひととき”となりま

した。できた作品はどれも素晴

らしく、みなさん喜んで持ち帰

られました。年の終わりにモノ

作りを通して、楽しい時間を共

有することができうれしく思っ

ています。今年はどんな素敵な

時間が過ごせるのでしょう・・・。

知って防ごうインフルエンザ

インフルエンザは「かからない」

「うつさない」事が大事です。か

からない様にする為に感染経路

（飛沫感染、接触感染）を絶ちま

しょう。

かからない為のポイント

・手洗い、うがいの徹底を。

・栄養と水分を充分にとり抵抗力

を高める。

・毎年予防接種を受ける。

・人ごみに出る時はマスクを。

等です。インフルエンザの感染力

は普通の風邪とくらべものになら

ない程強力です。うつさないよう

にする為には他の人に感染を広げ

ないようにする心づかいが感染の

拡大を防ぎます。治療に使われる

抗インフルエンザウイルス薬は発

病から４８時間以内に使用した場

合に効果を発揮します。疑わしい

場合はただちに受診するようにし

ましょう。

教えて

玉ちゃん!！
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白寿荘デイサービスセンターは、美咲町

は元より、津山市、久米南町、鏡野町の

要介護および要支援の皆さまにご利用い

ただける施設となっております。

どちらのデイサービスセンターも利用者の皆さまに喜んでいただいて

おります。これからも、食事やレクリエーションに工夫を凝らしなが

ら、楽しく過ごしていただける時間を提供していきたいと思います。

平成２４年２月１日
白寿荘デイサービスセンター
（広域型）新規オープン
白寿荘中央デイサービスセンター
（認知症対応型地域密着型）

移転オープン

白寿荘デイサービスセンター（広域型）が新規

事業として開始し、白寿荘中央デイサービスセ

ンター（認知症対応型地域密着型）が旧厚生小

学校跡地のサテライトエリア３階に移転し事業

を開始致しました。この日より、私たち中央福

祉会は二つのデイサービスを運営しております。

旧厚生小学校跡地のサテライトエリア３

階に移転した、白寿荘中央デイサービス

センター（地域密着型認知症対応型）は

美咲町にお住まいの方で認知症の方を対

象としております。

９

平成２４年９月
特別養護老人ホーム
白寿荘の入浴エリア
を改装リニューアル

皆さまにとって、２０１２年はどのような年だったでしょうか・・・私たち中央福祉会白寿荘も、

さまざまな事に挑戦してまいりました。ここではこの１年間の主な事をふりかえってみたいと思います。

特浴のエリアは広くゆったりと・・・衣類が脱ぎ着しやすいように工

夫いたしました。また、リフト浴に代わり、チェアーインバスを導入

いたしました。併設の歩浴には、ゆるやかなスロープをつけ、入浴し

やすい工夫をしています。 そして、入浴後にゆっくりくつろいでい

ただけるように、休憩スペースをもうけました。湯上りに利用者の方

同士での会話にも花が咲いているようです。

２０１２

２０１３

そして、今回の改装の

最大の目玉は、足湯で

す。足湯の正面に坪庭

も造りました。寒い日

には特に喜ばれていま

す。
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ＨＯＴ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
はくじゅ ほっと インフォメーション

白寿荘の最新・ホッとできるとっておきのニュースをお届けします。

調理

調理では、お正月に花を添え

ようと、心づくしのおせち料理

に取り組みました。中でも手製

の巻き柿は珍しいと大変喜ばれ

ています。とても簡単で可愛い

ので、ご家庭でもぜひ一度作っ

てみては…

グループホーム
ユニット白寿

最近は、ご利用者の皆さまも

高齢になり出来る事も少なくなっ

ています。そんな時、若かりし

頃の事を尋ねると目を輝かし楽

しそうに話を聞かせてくださり

賑やかに昔話に花が咲きます。

今日も一日何事も無く、穏や

かに過ぎてゆく事が一番のレク

リエーションと思い、出来る事

を少しでもして頂くよう心がけ

ています。

広域デイサービス
あけましておめでとうござい

ます。毎日寒い日が続いており

ますが、お元気でお過ごしでしょ

うか。

さて、昨年中は午後『足湯』

を実施し、大変好評を頂きまし

た。 本年も皆様に楽しんで参加

頂ける様なメニューを職員一同

考え皆様のお越しをお待ちして

おります。

本年もよろしくお願い申し上

げます。

特養
12月25日、白寿荘のクリス

マス会&忘年会を行いました。

昼食はバイキングでお寿司、お

好み焼きなどなど…職員の手作

りでおもてなししました。皆さ

ま大変喜んで下さり、中でも、

いつもお世話になっている藤本

先生の差し入れのショートケー

キは別腹のようで２つも食べら

れている女性のご利用者さんが

おられました。

「このケーキおいしいわぁ」と、

笑顔でとても楽しいひとときを

過ごされました。

事務所

１４日に「とんど」を行ない

ます。今年も１年、元気に過

ごせますよう皆さんでお祈り

しましょう。

キッズ・児童クラブ
わかば

「美味しかったお雑煮！」

お餅つきに招待された子供たち、

「和樹くん早く代わって！」、

「も少し待って、いい調子になっ

ているから！」と言いながら、

みんなでついたお餅つきでした。

終わってから、お雑煮やおせち

料理をお腹いっぱい食べ、みん

なより一足早いお正月を体験し

ました。

今年の８月から働かせていた

だいております。まだまだ覚

える事、勉強する事がたくさ

んあり、ご迷惑をかける事が

あるかもしれませんが、よろ

しくお願いします。

昨年、6月よりお世話になっておりま

す。看護師として40年余り医院に勤

務して経験して来た事を生かしながら、

利用者の方達が出来る限り元気で日々

の暮らしが出来る様、お手伝いをして

行きたいと思ってます。

どうぞよろしくお願い致します。

白寿荘の職員になられた方を紹介します。
皆さん、よろしくお願いします！！

氏名 甲元春美
生年月日S26.4.8

所属部署 広域デイサービス

趣味,特技-手芸、

温泉めぐり、

保存食を作る事
氏名 中島寛幸
生年月日 S62.1.1
所属部署 グループホーム

ユニット中央

趣味,特技-読書ボーリング

１２月３日、

「白寿荘 職員研究発表会」

を開催しました。

より良質なサービスの向上を目指し、人が人をサポー

トする意味、人間にとって本当の豊かさとはなんなのか・・・

私たち職員が常日頃、介護・福祉の精神や技術を向上さ

せるための研究を発表する場となりました。

今回は６チームに分かれての研究を行なっています。今

後も、利用して下さる皆さまのために日々、努力・自己

研鑽をしていきたいと思います。

川崎医療福祉大学医療福祉経

営学科の斎藤観之助学科長，

清水昌美副学科長，坂本圭講

師の皆さまに審査委員をご依

頼し引き受けてくださいまし

た。

・「子育て支援対策の歩

みと効果」

－プラス１ 同じ屋

根の下からの贈り物ー

・「職員の心と体の健康」

－仕事の合間に心身

共にリフレッシュー

の２チームが岡山大会へ

の出場エントリー資格を

得ることになりました。

このように、私たち中央福祉会白寿荘は在宅・施設を問わず地域福祉サービスの拠点として、

その時代時代に、また地域の実情に応じたきめ細やかな高齢者福祉事業を展開し、利用してく

ださる皆さまが、楽しく快適に過ごしていただけるよう、さまざまな取り組みをしています。

中央福祉会白寿荘のご利用者の皆さまをはじめ、ご家族の皆さま、また地域の皆さまや行政関

係者の皆さまなど多くの方々に支えられながら、２０１３年を迎える事ができました。

職員一同、心からお礼を申し上げます。今後も、社会のニーズに応え、地域社会のお役に立ち

たいと思います。


