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大樹

〒872-1401
国東市国見町伊美
2617番地2
℡ 0978（73）4021

正一
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（大樹 事務）
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Ｑ、出身地は？
Ａ、国東市国東町です。
Ｑ、趣味は？
Ａ、週２・３回のソフトバレーや旅行、ド
ライブをすること。お菓子作りも …
Ｑ、楽しみや挑戦したいことは？
Ａ、いろんな観光地に行き、産地のグルメ
を堪能したり、温泉に行くことが楽し
みです。
Ｑ、行ってみたいところは？
Ａ、寒いところが苦手なので、暖かい所に
行きたいです。今はとりあえず、鹿児
島や沖縄の友達の所に行きたい。
Ｑ、今後の抱負を一言
Ａ、今の業務は経理を主に行っていますが、
今後は介護保険も少しずつ携わってい
きたいと思います。

中谷 富美

〒872-1401
国東市国見町伊美
2641番地1
℡ 0978（82）0490

院長
理事長
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令和元年 月 日
令和最初のクリスマス会が 月 日（
スを踊ってくだ
（水）国見中央幼稚
土）１階ホールで盛大に行われました。
さいました。見
園から５人の園児が
施設長のあいさつから始まり、続いて
応えのあるダン
来所してくれました。
職員による出し物を披露しました。まず、
スに会場からは、
元気なあいさつと自
２階職員による歌とダンスです。懐かし
歓声と手拍子・
己紹介で、デイケア
の歌『リンゴ○○事件』に合わせてのダ
拍手が鳴りやみ
のご利用者様から笑
ンスに会場全体から手拍子が出ました。
ませんでした。
顔がこぼれました。
『箱の中身を当てましょう』ゲームで
その後、サンタ
元気な歌や手遊び歌を園児と一緒
は、ご利用者様や入所者様も一緒に盛り
クロースに扮し
に楽しみました。その後は輪投げゲ
上がりました。中身には、こんにゃくや
た入所者様が、
ームです。ゲームの説明後、子ども
椎茸・バナナなど色々あり、触るのがド
指導者の安西先生に花束を、子供たち
たちが挑戦しました。なかなか上手
キドキ・ハラハラの時間となりました。
にクリスマスプレゼントを渡して、会
く入れることができなかったのです
続いて、安西先生率いる子供たちが、
を締めくくりました。
が、ご利用者様の投げ方を見てコツ
ダイナミックに、そして可愛らしくダン
たいへんな盛り上がりが見られたク
を聞きながら、２回目のチャレンジ
リスマス会になり、また来年を楽しみ
では入る数も増えて「ヤッター」「
に終了となりました。（安藤）
入った！」と笑顔。 れを見ていた
そ
ご利用者様も一
緒に「良かった
～」と笑顔。
あっという間
の楽しい時間を
過ごせました。
（江本）
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堀田医院

介護老人保健施設

替えでしょう。 姫見苑 は市から移譲を受けた時
点で既に築 年が過ぎていました。建物、設備など
すべてで老朽化が進んでいます。今年、遅くとも来
年までには建て替えを行う準備を進めているところ
です。
市から移譲を受けた社会福祉法人の施設もスタッ
フが入れ替わり、少しずつ我々のスタイルに馴染ん
できています。更なる向上を目指して切磋琢磨して
参りたいと思います。
ところで、昨年から私が魅了されているのが国東
半島峯道ロングトレイルです。まだＫー 、Ｔー４
しか歩いていませんが、国東半島の素晴らしさを身
をもって体験することができました。詳細は 堀田
医院ホームページ の「院長ブログ」に掲載してい
ます。興味のある方はどうぞご覧ください。これか
らも全コースを踏破するまで続ける予定です。

1

○お正月の外泊、ご協力ありがとうございました。ご家
族の皆様と楽しく過ごされ、無事に帰所され何よりで
した。

○依然インフルエンザ流行期中であるため大樹では、感
染症対策として、ご面会は全入所者の方に対しまして
禁止とさせていただいております。しばらくご協力を
お願いいたします。

月

日

（猪俣）

○三月末ごろに全館のワックス掛けを予定しております。
荷物の整理を行いますので、不要な物をお持ち帰りい
ただくようになります。大樹のほうよりご連絡させて
いただきます。

令(和元年 月 日～令和元年
国見中央幼稚園 様
歌・踊り・ゲーム
ＡＴ＆Ｔカンパニー 様
ダンス

皆さんありがとうございました。

1
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社会福祉法人 悠々会
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《定期的に訪問して頂いている方々》
峯 千恵子 様
３Ｂ体操
深蔵 孝子 様
歌
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初春のお喜びを申し上げます。
と言いたいところですが、年
末から年始にかけて施設内でイ
ンフルエンザ感染が広がり対応
に追われました。現在は収束し
ましたが、何とも惨めな年明け
となりました。
昨年は、国内で多くの災害が
起きました。年々災害が増えて
いるような気がします。これも
温暖化のせいでしょうか。明るいニュースと言えば、ラグビー
ワールドカップでの日本チームの活躍でした。久しぶりに熱狂
した人も多かったのではないでしょうか。若干 歳の渋野日向
子選手が全英オープンで優勝したのも驚きでした。今年はオリ
ンピックイヤーで、しかもわが国で開催される訳ですから大い
に盛り上がることでしょう。
我が法人では今年のビッグニュースは特養 姫見苑 の建て

堀田医院休日当番医
● 2月 9日（日）
● 3月 20日（金）祝日
● 5月 3日（日）祝日
● 6月 7日（日）

40

新
年
の
ご
挨
拶
ただ今入院されているご家族様
へ面会の際は、必ず２階ナースス
デイケアでは『紅葉ドライブ』 す。「初めて来た！来て良かった！」
テーションへ声掛けをお願いいた
を 月 日から 日までの 週間 「こんな岩があるっち知らんかったわ
します。
「夷谷公園・くにみ道の駅」コー ～」「いい眺めや～」などとご利用者
まだま だ寒い
スで実施しました。今年は長雨と 様から嬉しい言葉が聞かれました。最
こともあ り、院
暖かすぎたため、残念ながら綺麗 後に全員で『ここは、え・び・す・だ
内感染予 防のた
な紅葉を見ることができませんで ・に～』の掛け声で記念写真を撮りま
め、アル コール
したが、途中あちらこちらに銀杏 した。皆さんとっても良い顔をしてい
消毒の徹 底やそ
の木が綺麗な黄色に染まり、たい ましたよ。ゆっくり景色を見ながらお
の他伝達 事項等
へん見応えがありました。ご利用 やつを食べて、おしゃべりが止まりま
もありま すので 、
者様からは「きれいやな～」「み せんでした。
気軽にス タッフ
とれるな～」の声が聞かれました。 その後「くにみ道の駅」へ向かいま
へ声掛け してく
次に「霊仏寺」「実相寺」「六 した。お待ちかねのお買い物の時間で
ださい。
所神社」「六本杉」を車中から見 す。ご利用者様それぞれが、あれやこ
（荒木）
物しました。今回のドライブのた れやとお買い物
めに、事前にガイド本に目を通し を楽しんだ後、
て臨みましたが、本番ではボロボ 帰路につきまし
今号より紙面を左記のように変更しました。 ロでした．しかし、ご利用者様か た。
●面数を４面 ２
皆さまのご協
らは「はい、解かりました」「本
→面にしました。
医院・大樹で１面、姫見苑・くにみ 当に？」「それなりに～」と下手 力のもと、無事
苑で１面となります。
なガイドにお付き合い頂きました。に楽しいドライ
●文字サイズを小さくしました。
次は「夷谷公園」へ。展望台に ブを終えること
また、発行回数を年４回 ３回にしました。 は、ほとんどのご利用者様が上る ができました。
→
１月・５月・９月に発行します。
ことができ、風も無くゆっくりと お疲れ様でした。
今後もより充実した紙面にご期待ください。 風景を楽しむことができたようで （小串）

Ｐ.１
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養護老人ホーム

昨年 月 日（土）に家族
会を行いました。 ご家族、
名の皆様にご参加いただき
ました。
理事長の挨拶の後、ご家族様に
ご意見を頂きましたところ、入苑
者様が転倒した時の対応について
のご質問がありました。「日頃よ
り転倒防止については環境整備や
自立支援の取り組みをして気をつ
けていますが、 人の入苑者様を
時間、目を離さずに見守る事は
出来ません。移動時には転倒しな
い様に気配りし、気を付けて欲し
いことを声かけしています。もし
転倒した場合、重症であれば、ご
家族に即時連絡をし、対応してい
新年明けましておめでとうございます。ます。」と回答させていただきま
皆様におかれましては、輝かしい新年を した。筋力保持の為、毎日の歩け
お迎えの事とお喜び申し上げます。また、歩け運動・ラジオ体操。毎週木曜
皆様から暖かいご支援とご協力を賜り、新年を 日の元気アップ体操等、継続しな
迎える事ができましたことを心より御礼申し上 がら転倒防止、健康づくりをして
げます。
行きたいと思っています。
くにみ苑では、毎日 時 分から楽しい音楽
また、今回は入苑者様の食事に
を放送し、全館の通路にて『歩け歩け運動・ラ もお出ししている手作りの呉豆腐
ジオ体操』、木曜日の午後からは『めじろん元 と、くにみ苑農園で収穫したサツ
気アップ体操・レクリェーション・ゲーム』等 マイモの焼き芋をご賞味いただき
を行い、自立支援の取り組みを行っています。 ました。
９月～ 月は国東市の『さ吉くんで元気 健康
今後もご家族様のご支援・ご協
チャレンジ』に入苑者様と職員が一緒に参加し 力をお願いいたします。（北﨑）
目標を立てて一人一人が取り組みました。入苑
者の皆様は『今年の参加賞は何かな？』と毎年
楽しみにしています。
今年も地域に根差した施設として努力して参
りますので、皆様のご指導・ご鞭撻を賜ります
よう宜しくお願いいたします。皆様のご健康と
ご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていた
だきます。

くにみ苑

施
設
長
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Ｑ、就職したきっかけは？
Ａ、調理の仕事に興味が有ったの
で、紹介していただきました。

Ｑ、出身地は？
Ａ、国見町です。

重
本
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令和２年の元旦は、お天気も良く、温かい年明けと
なりました。
姫見苑では、年末より熱発者や感染者が多く、大変
残念でした。このため今年は、毎年お正月に行われる
「書初め」「福笑い」等のお楽しみを取りやめること
になりました。
寂しいお正月となるところでしたが、元日・２日と
食事のほうで色鮮やかなおせち料理を味わうことが出
来ました。
ご利用者様にとっては、お正月行事は年間の行事の
中でもお愉しみなものですが、色鮮やかなおせち料理
を味わうことで、美味しいお正月を過ごすことが出来
ました。
来年は体調を万全にして、
楽しんでいただけるよう期待
します。
（有光）

ー

Ｑ、出身は？
Ａ、姫島村です。
Ｑ、趣味は？
Ａ、おいしいお酒を飲むこ
とです。
Ｑ、楽しみや挑戦してみたいことは？
Ａ、昔はバレーをしていて楽しかったのですが、今は
身体の具合が悪くて出来なくなりました。昔みた
いに楽しみたいです。
Ｑ、今後の抱負は？
Ａ、職員が朗らかに楽しく過ごせる職場を作って行き
たいです。

お知らせ

11

Ｑ、仕事をして良かったところは？
Ａ、入苑者様から「おいしかった」
と言ってもらえた時です。

（調理員）
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Ｑ、大変なところは？
Ａ、入苑者様一人一人の体調や
状態にあわせ、食材の切り
方、刻み方を変えたり塩分
量を変えたりするため、間
違えない様にしっかりと確
認をするところです。

24

Ｑ、今後の目標は？
Ａ、まだ、色々と学ぶことばか
りですが、たくさんの入苑
者様に「美味しい！」と言
っていただけるように頑張
っていきたいと思います。

去年、10月15日（火）の気候の良い日に、くにみ苑の畑で出来たサツマイモを収
穫しました。畑で取れたものは、入苑者様の食事に使ったり、おやつなどで使った
りと季節の物を食べていただいています。今回は施設長の提案で『そらきた餅』を
作りました。大分の郷土料理で、サツマイモでできたとてもシンプルなおやつです。
入苑者様に皮むきをしてもらい、厨房の方にサツマイモを茹でて練ってもらった
のち、入苑者様がビニール手袋をつけて、自身が食べる分をきな粉にまぶして丸め
てお皿に盛り付けをして、熱い緑茶と一緒にいただきました。美味しいおやつに会
話が弾み、「みんなで作ってとっても楽しかった。こんな美味しいのは初めて食べ
ました〜。」と涙を流して感動される方もいらっしゃいました。美味しいと喜んで
食べていただけて良かったです。
（竹田津）

梅のつぼみも膨らみ始める候、【潮
の香 通信】も誌面を新たにいたしま
した。皆様のご家族の「生活の輝き」
を、肌で感じて頂けるような記事をお
届けできるようにと日々アンテナを張
っています。
新型コロナウィルス感染症やインフ
ルエンザもまだまだ心配な時節です。
どうか皆様もお体ご自愛ください。
（くにみ苑：磯﨑）
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国東市国見町岐部
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特別養護老人ホーム

姫見苑

〒872-1401
国東市国見町伊美
3855番地
℡ 0978（82）1161
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今
年
の
お
正
月
昨年末よりインフルエンザやコロナウィルス等が世
間を騒がせています。入所者の方々は幸いインフルエ
ンザにかかられた方はいませんが、面会制限を解いた
後などに急に熱発をされることが続きました。面会時
間は短く、小さなお子さんの面会はご遠慮願いたいと
思います。流行の期間が過ぎるまでの間、もうしばら
く我慢していただきたいと思います。
ご利用者様を守るためですので、ご協力をお願いい
たします。
（河村）

インタビュー
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新年おめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに
新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。
旧年中は姫見苑に対しまして、ご
利用者様、ご家族様、並びに地域の皆様からの温かいご支援と
ご協力を賜り、無事新春を迎えることが出来ましたことを心よ
りお礼申し上げます。
平成 年７月から施設長に就任し、１年半が経過しました。
事業運営の難しさ、社会情勢の厳しさを改めて感じている所で
ございます。
今年も介護現場に入りつつ、ご利用者様・ご家族様と少しで
も多く関わりを持ちながら運営に邁進してまいります。介護人
材の確保や人材の育成はもちろん、社会福祉法人に課せられて
いる使命として、地域貢献活動も積極的に取り組んでまいりま
す。何かお気づきの点などございましたらお気軽にお声をかけ
てください。
今後とも皆様の一層のご指導、
ご鞭撻を賜りますようお願いを
申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただ きます 。
施設長 小笠原 三紀子
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月 日（水）姫見苑のリハビリ室がキラキラと光る飾り
に色どられ、雪だるまやトナカイやサンタの衣装を着て、ク
リスマス会が開かれました。
まずは、ジェスチャーゲームです。われ先にと手を挙げ、
たくさん答えてくれて笑いが絶えませんでした。
次は、ご利用者様と職員が何日も前から練習してきたハン
ドベルです。ベートヴェンの第九「喜びの歌」を演奏しまし
た。ハンドベルを力強く上手に演奏して大きな拍手が起こり
ました。
最後にサンタクロースが登場し、一人一人にプレゼントを
配りました。
外は寒い日が続いていましたが、この日ばかりはご利用者
様の笑顔であったかい空気に包まれていました。 （岸上）

Ｐ.２

