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今日はたのしい雛祭り～♪

～温もりとやすらぎのある
　　　　　生活の場を提供する～広報



社会福祉法人　寿生会
各サービス事業所のご紹介
新年度を迎え、寿生会ではどのような介護サービスを提供しているのか

各事業所と今年度の抱負を紹介します。

特別養護老人ホーム寿生苑（ショートステイも含む）
【事業所の紹介】

身体的事情や家庭的事情で、自宅での生活が困難になり、介護が必要となった方が介護認定を
受け、常時専門の職員のいる所で、介護計画に基づき、適切なサービスを受ける事ができる長期
入所の施設です。ご家族様と信頼関係を築きながら、希望に沿った看取り介護サービスを提供さ
せて戴いています。
また、ご家族の皆様が、介護休養や外泊等される場合にもショート利用できる施設です。その
場合は、居宅介護支援専門員にご相談下さい。

【2019年度の抱負】
入居者の皆様には、日々の生活の中で楽しく、健康で安全な生活を送って戴けるように、一人
ひとりに寄り添った介護サービスに努めてまいります。
ご本人や、ご家族の皆様の要望に可能な限り対応し、サービスに満足して戴けるように努力いたします。

田野畑村デイサービスセンター
【事業所の紹介】

自宅で生活している方が、日帰りで受けられるサービスです。利用者の皆様の身体状況に合わ
せた車両で自宅までの送迎を行い、健康チェックや入浴・排泄・食事の介護サービス、レクリエー
ションや簡単な体操による機能訓練などを提供します。
営業日は月曜日から土曜日（12/29から1/３）を除く）で、基本的な利用時間は９時30分から
15時までで、１日の利用定員は18名となります。

【2019年度の抱負】
自宅での生活を望む方が、できるだけ永く安心して過ごしていけるように、自立支援・介護予
防のお手伝いをさせて頂きます。家族の方や関係機関の方々と連携を図りながら、利用者の望む
形に近づけるよう、より良いサービスに努めてまいります。

寿生会訪問介護事業所
【事業所の紹介】

介護を必要とされる方のお住まいへ訪問し、利用者の皆様が住み慣れた自宅で自分らしい生活
を送る事ができるように、介護福祉士などの資格を持つ訪問介護職員が専門的な知識や技術を
もってサービスを行います。
主なサービスとして、入浴・排泄などの「身体介護」や、掃除・洗濯・調理などの「生活援助」
を提供いたします。

【2019年度の抱負】
利用者の皆様の生活歴や考え方を尊重しつつ、健康で安全な生活を送れるように支援させてい
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ただきます。利用者の皆様と信頼関係を築き、ひとり一人の心身の状態に応じた適切なサービス
提供に努めてまいります。

寿生会居宅介護支援事業所
【事業所の紹介】

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成とそのサービス利用の調整、サービス利用の状況の確
認などの居宅介護支援の仕事、介護予防マネジメント事業の一部委託、要介護認定調査の実施な
どを主として行っております。また、介護に関連する相談についても、随時受付ております。（相
談対応可能な日時は　平日８時30分から17時30分まで。　※担当者不在の場合があります。）

【2019年度の抱負】
様々なことが目まぐるしく変化する昨今、日々研鑽をつみながらも、利用者の方ができるだけ、
住み慣れた家や地域の中で、暮らしていくことができるように、支援をしていきたいと思います。

グループホームたのはた虹の家
【事業所の紹介】

高齢などに伴う認知症により自宅での暮らしが困難になった方が、より家庭に近い雰囲気の中
で支援を受けながら、ご自分のペースや身体状況に合わせて可能な範囲で家事などを行い生活し
ていただくことを目的とした施設です。要支援２から介護度５の認定を受けている方が対象とな
ります。定員９名で全室個室となっています。住み慣れた地域で、地域との交流を行いながら生
活支援をしています。

【2019年度の抱負】
入居者の方々が楽しく安心して生活を送っていただけるような環境づくりを行います。地域の
行事などに積極的に参加し、地域の交流や活動を通してグループホームたのはた虹の家を知って
もらえるようにしたいと思っています。職員個々の知識や技術向上を行ないながら認知症介護相
談など気軽に立ち寄ってもらえるよう努めてまいります。

田野畑村生活支援ハウスかけはし
【事業所の紹介】

田野畑村からの委託を受け、高齢者に対して、居住・介護支援・交流機能を総合的に提供し、
安心して健康で明るい生活が送れるよう支援する施設です。対象となる方は、原則60歳以上のひ
とり暮らしの方で、高齢等のためご自宅での生活に不安のある方となります。

【2019年度の抱負】
個人のプライバシーが守られ、個々の生活スタイルや心身の状況に応じて在宅サービス等を活
用しながら、自立した生活が継続できるよう援助等に努めてまいります。

社会福祉法人　寿　生　会
特別養護老人ホーム　寿生苑

TEL　0194－33－3221　　FAX　0194－33－3323

田野畑村デイサービスセンター （直通　３７－１１２６）
寿生会訪問介護事業所 （直通　３７－１１２６）
田野畑村生活支援ハウスかけはし （直通　３７－１１２６）
寿生会居宅介護支援事業所 （直通　３７－１１３１）
グループホームたのはた虹の家 （直通　３７－１１２５）

お問い合せ
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【職　　種】
介護職員（正職員・臨時職員・パート） 若干名
調理職員（臨時職員） １名
事務職員（臨時職員） １名
専任宿直員 １名

【応募資格】
資格、経験の有無は、問いません。

【給　　与】
当法人給与規程に基づく
※諸手当あり（処遇改善手当、通勤手当、賞与　他）
※介護福祉士等の有資格者や業務経験者は厚遇

【詳しくは…】
社会福祉法人　寿生会
電話　０１９４－３３－３２２１
〒028-8407　田野畑村田野畑120-18

（担当：穂高、中机）

職員を募集しています職員を募集しています職員を募集しています私たち
と一緒に働きませんか？

社会福祉法人寿生会では、下記の職種職員を募集しています。
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これから
も楽しく毎日を過ごしましよう

お誕
生日おめでと

うございます

寿生苑の
日常生活

われながら
うまくできた
カンペキ！！

プレゼント
もっと

ちょーだい！！

なかなか
むずかしい
もんだなぁ

もちつきなら
俺にまかせろ！！

わるいおにでは
ながったようた。

どう？
きれいな花束
もらったの♡
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完 成

恒例の鵜鳥神社へ参拝してきました

雛飾りづくりをしました

今年も良い年に
なりますように…
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節分

鵜鳥神社参拝 みずき団子飾りつけくるみすり

海鮮チラシ寿司と煮しめの
雛祭りメニュー！
皆さんお腹いっぱい！

良い年でありますように

サワヨさん、絹枝さん
お誕生日おめでとう
ございます。

うんめーよ。

雛祭り＆３月の誕生会

最後は仲良く記念撮影

２月３日グループ
ホームにお腹が出た赤
鬼と青鬼がきました。
皆さん遠慮せず本気
でボールを投げていたようで、目が本気で怖かったです…。

みずき団子飾りつけくるみすり 早くくるみ餅が食べたい
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同ページでもご紹介しましたが、年末
に宝福寺において子供会行事の一環と

して餅つき行事が行われ、私も保護者として参加しました。
当日は、岩見住職にご協力頂き、座禅を体験させて頂きま
した。子供達にとっても貴重な経験となったと思います。
今後も、地域との繋がりを大切にし、交流していけたら
と考えています。

（小松山）

編 集 後 記

・畠　山　静　男　様
・中　村　信　雄　様
・佐々木　定太郎　様
・佐　藤　源一郎　様
・田野畑地区子供会　様

※日頃は地域の皆様を初め、多くの方々から野
菜や海産物などをたくさん頂き、大変ありがと
うございます。野菜等のご寄付をしていただく
際には、寿生苑へお電話頂ければご自宅まで受
け取りにお伺い致します。

皆様からの寄付

昨年末の12月30日に、当施設近隣の
田野畑・野場・西和野地区の子供会の
皆さんから施設内に飾る鏡餅のプレゼ
ントがありました。
平成29年度から田野畑自治会青年部

の皆さんが主催し、地域の子供たちに
杵と臼を使って餅つきを体験してもら
おうと始められ、今回で２回目の取り
組みとなります。子供会行事は宝福寺
の岩見住職に協力頂き実施されました。
当初は、施設の入居者の方も子供会行事へ参加して頂きたい

とお誘いの話がありましたが、寒い時期でもありインフルエン
ザも流行し出していたことから、残念ながら行事へは参加する
ことが出来ませんでしたが、その代わりに子供たちがつくった
鏡餅を施設へ届けて下さいました。
今後も地域との繋がりを大切にして行きたいと思います。本当に有難うございました。

・三　澤　ワ　カ　様
・長久保　キ　ミ　様
・内　澤　常　子　様
・県　　漁　　連　様

（順不同）

昨年の12月から感染症予防のため全面
面会禁止とさせて頂いております。ご家
族や地域の皆さまのご理解とご協力によ
り館内での感染は発生することなく新年
度を迎えることができました。今後、面
会制限の解除となった際には、ご家族様
宛へ改めて文書でご案内致しますので、
今しばらくの間ご協力をお願い致します。

ご協力をお願いします
昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面

面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家

ご協力をお願いしますご協力をお願いします
昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面

面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家面会禁止とさせて頂いております。ご家

ご協力をお願いしますご協力をお願いします
昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面昨年の12月から感染症予防のため全面

地域とのつながり

～子供会から鏡餅～
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