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通信

春季号発行に際し
新年度のご挨拶を申し上げます
今年度もフレッシュな新卒職員､資格経験のある職員を迎え､
新年度がスタートいたしました｡温かく見守っていただければ
幸いです｡どうぞ宜しくお願いいたします｡
さて､超高齢化時代を迎え、介護保険をとり巻く環境は大きく変化
しています｡２０２５年にすべての団塊の世代が７５歳以上となり､
世帯主６５歳以上の単独世帯や､夫婦のみの世帯が増加､介護保険料
負担者である４０歳以上の人口は２０２１年をピークに減少するなど､
社会保障費や労働人口に大きく影響が出ます｡
国の動向としましては、施設と病院の役割(生活と治療)の明確化を
進めており、施設内での看取りケアや医療的ケアはますます需要が
高まると思われます｡
このことを踏まえ､特別養護老人ホーム極楽苑において､今年度の
事業目標に掲げました､医療対応型フロアを４月オープンし､２４時間
看護師常駐によるケアを実施していくことといたしました｡
社会福祉法人として、地域を支える大きな取り組みとなります。
これからも、入居者様､ご家族の皆様に安心して当施設で最期まで
お過ごし頂けますよう､チームケアを行ってまいります｡

時代は「平成」から「令和」へ｡ 新元号「美しく心を寄せ合いながら」
の言葉を胸に､職員一同､皆様のお役に立てますよう努めてまいります｡
苑長

お花見特集

岩田 佳奈子

春爛漫！桜を満喫しました
極楽苑 中庭

名東区 牧野ケ池緑地

名東区 香流川緑道の桜並木

特別養護老人ホーム極楽苑・極楽苑ショートステイ

≪苑内初詣≫

≪鍋会≫

１月１７日(水)､苑内初詣を行いました。
白山宮の神主様・巫女様にお越し頂き､皆様の
「無病息災」を祈願していただきました｡
今年一年の皆様のご健康とご多幸をお祈りいた
します｡

▲神主様の祝詞奏上

１月２８日(月)､鍋会を開催しました｡
寄せ鍋･しお鍋･みそ鍋・鶏白湯鍋の４種類を
ご用意し､湯気とダシの香りが会場いっぱい
に広がりました。「温かくておいしいよ｡」
「全種類いただくわ｡」と大好評でした｡
賑やかに食卓を囲み､お腹いっぱい心も体も
ポカポカになりました｡

▲巫女様の御鈴の舞を奉納

【平成３１年度体制】
入居者様、ご家族様との信頼関係を大切に､
安心して生活していただけますよう支援して
まいります｡宜しくお願いいたします｡

▲鍋の準備をお手伝い

▲「おいしいわねえ｡｣

▲「お鍋のいい香りがするね。｣

▲デザートの杏仁豆腐も

美味しそう～

と歓談される入居者様

行事予定
統括ケアマネジャー
菅沼 宏

ケアマネジャー
後藤 藍

相談員
田添

５月 菖蒲湯
７月 七夕会

太一

デイサービスセンター極楽苑

≪おこしもの作り≫

≪野点≫
３月２５日(木)～３月３０日(土)､野点を行
いました｡今年はお花見特設会場にて苑庭の
桜を眺めながら､抹茶と桜の和菓子を召し
上がっていただきました｡「素敵な時間ね｡」
と､春の訪れを感じながら会話にも花が咲き
ました｡

２月２７日(水)～３月４日(月)､桃の節句に
ちなみ､おこしものを作りました｡
今では貴重な木型をお借りし「昔はよく作っ
たよ｡懐かしいねぇ｡」と､思い思いに慣れた
手つきで米粉を型につめ､色付けをされました｡
砂糖醤油をつけて美味しくいただきました｡

4/29～5/4
菖蒲湯もあります。

５月

４月

６月

選択クラブ

１日～４日.

習字クラブ

８日～１３日

スポーツクラブ

６日～１１日

ボランティア週間

１５日～２０日

創作クラブ

１３日～１８日

料理クラブ

２２日～２７日

音楽クラブ

２０日～２９日

２９日～３０日

習字クラブ

３０日～６月１日

回想法
ハンドマッサージ＆
映画上映

１日～６日

３日～８日

スポーツクラブ

１０日～１９日

喫茶外出

２０日～２５日

音楽クラブ

２６日～３０日

ボランティア週間

グループホーム香流川

地域密着型特別養護老人ホーム香流川

≪ラーメン・餃子手作りランチ≫

≪ひな祭り≫
ひな人形をバックに写真撮影。
３月3日(日)､昼食にはちらし寿司を召し
上がられ､とても喜んでいらっしゃいまし
た。

グループホームでは毎月「手作りランチ」を行
っています｡テレビでラーメン特集をご覧になって
いた入居者様が「しばらくラーメン食べてないね､
餃子も食べたいねえ｡」「家では作っていたわ｡」
とおっしゃったことからメニューが決定しました｡
餃子のたねは細かく刻み､ひだをとりながら包み､
手際よく50個程作られました｡
外はカリッと中はジューシーに焼き､熱々のラーメ
ンと一緒に召し上がっていただきました｡
「おいしかったわ｡」と大満足のご様子でした｡

▲にこやかに微笑まれる入居者様

小規模多機能ホーム香流川
≪東谷山フルーツパーク≫
３月６日(水)・７日(木)､東谷山フルーツ
パーク(守山区) へ外出いたしました｡
見ごろを迎えた梅の花に、春の風とほのか
にかおる香りを感じながら楽しそうに散策
していらっしゃいました｡

▲きれいにひだを作るのがむずか

▲「何個でも食べれちゃうわ」と

しいわ～

入居者様

行事予定
５月 菖蒲湯
６月 苑外外出
７月 七夕会
▲ちょっと､一休みされる利用者様

▲見渡すかぎりの梅

▲「春だねえ｡綺麗だね。｣

平成３０年度
地域交流の一部です

新入職員紹介

徳田

紘平

特別養護老人ホーム極楽苑
4月入職

介護職

新卒で入職しました｡
先輩方の丁寧な指導の
もと、一日も早く皆様の
お役に立てれる様、頑張
っていきたいと思います｡
宜しくお願い致します｡

中川

小枝子

角谷

初美

特別養護老人ホーム極楽苑
介護職
4月入職

特別養護老人ホーム極楽苑
看護師
4月入職

入居者様の笑顔を見
る事が好きで介護の仕
事を長く続けてきまし
た。明るく元気よく頑
張ります｡
宜しくお願い致します｡

高齢者福祉施設での

【極楽保育園

卒園児さん】

勤務は初めてですが、
今までの経験を活かし、
皆様に安心をお届けで
きるよう頑張ります｡
宜しくお願い致します｡
【

極楽盆踊り保存会の皆様

】
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【 特別養護老人ホーム極楽苑 新しい取り組み】
介護保険が施行されてから２０年近く経ち､ニーズに合わせ様々な種類の施設(住宅)ができ
ました｡みなさまの周りを見渡せば､いくつも見つけられると思います｡しかし､このような状況
になっても､介護等で生活が困難な方が多くいらっしゃいます｡
入居のお問い合わせでは、経済面への不安や医療面での受入れ困難などが多く寄せられていま
す｡つまり､この地域には「比較的安価で､看護師を多く配置し､介護の質が保たれた場所」が
少ないということだと思われます｡
私たちは､このような地域を支える事業(セーフティネット)こそ､社会福祉法人がすべきことで
はないかと考えており､取り組みの第一歩として、新年度より慢性期で医療が必要な方(痰の吸
引や点滴の管理等)に対し､施設入居の受け入れを開始することを決定しました｡
今回はおしらせまでですが､今後も経過や課題などご報告させていただきます｡

管理本部長

北井 利樹

なごや認知症カフェ
「えんカフェごくらく」

喫茶コーナー
ＣＡＦＥごくらく

毎月第二木曜日

営業時間 月曜～土曜日
午後１：３０～３：００
飲み物代 １５０円

午後 １：３０～３：３０
参加費

※ 毎週土曜日はカラオケ喫茶を開催

２００円 （お菓子飲み物付）

毎回、専門職による介護相談会、健康体操
や各種イベントを実施いたします。
お気軽にお越しください。(事前予約不要)

ご家族様も自由にご利用いただけます。
お気軽にお立ち寄りください。

平成3１年度の事業計画はホームページにて掲載させていただいております。
※この広報に掲載した個人情報は、ご本人もしくはご家族の同意を得て掲載しています。

URL : http://www.takabarifukushikai.jp/

社会福祉法人 高針福祉会

〒 465-0064 名古屋市名東区大針一丁目265番地
E-mail：gokurakuen@rapid.ocn.ne.jp
極楽苑
□特別養護老人ホーム 極 楽 苑
TEL(052)701－0707 FAX(052)704－4448
□極 楽 苑 シ ョ ー ト ス テ イ
TEL(052)709－6607 FAX(052)709－6627
□デイサービスセンター極楽苑
TEL(052)701－9009 FAX(052)704－4448
□極 楽 苑 訪 問 介 護 事 業 所
TEL(052)703－8200 FAX(052)704－4448
□極 楽 苑 居宅介護支援事業所
TEL(052)709－5015 FAX(052)709－5016
〒465-0005 名古屋市名東区香流一丁目101番地
高齢者福祉施設香流川
□地域密着型特別養護老人ホーム香流川
□グループホーム香流川
□小規模多機能ホーム香流川

E-mail : kanaregawa@drive.ocn.ne.jp

TEL(052)769－1120 FAX(052)769－1125
TEL(052)769－1120 FAX(052)769－1125
TEL(052)769－1022 FAX(052)769－1125

《関連法人》ケアーサービス株式会社
□小規模福祉ホームしもかた

TEL(052)385－8916 FAX(052)711－0551

□グループホームいだか

TEL(052)769－6151 FAX(052)775－8370

□グループホームかなれ

TEL(052)779－2101 FAX(052)779－2120

URL : http://careservice.co.jp

E-mail : nishiyama@careservice.co.jp

