ご長寿万歳！！
～今号の内容～
P２
P３

敬老祝賀会特集・皇寿園行事
社会福祉法人日向更生センターが
創立５０周年を迎えます。
P４～P5 皇寿園介護課の取組・
介護のワンポイントアドバイス
P６
地域福祉情報
P７
デイサービス情報
P８
きらめき人・編集後記・他

令和元年９月７日（土）に入所されている利用
者の皆様の日頃からのご健康とご長寿を祝して
「皇寿園・明星園合同敬老祝賀会」を開催させて
いただきました。
「心友太鼓」の皆様の元気なオー
プニングから始まり、ご来賓からの祝辞、職員か
らの感謝の言葉等、沢山の花に囲まれながら和や
かな雰囲気の中で皆様のご長寿をお祝いする事が
できました。
また今年は「社会福祉法人 日向更生センター」
が創立５０周年を迎える年です。併せて掲載して
おりますのでご覧ください。
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皇寿園・明星園敬老祝賀会

理事長からの祝辞

皆様のご健康とご長寿を祝して！！

「心友太鼓」によるオープニング

百歳おめでとうございます

花束・記念品の贈呈

職員を代表しての感謝の言葉

皇寿園７月～９月の行事

利用者代表挨拶

第三者委員泉様・日高様より祝辞
檍北小学校との交流会

納涼祭
消火用散水栓使用訓練
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「社会福祉法人 日向更生センター」が創立５０周年を迎えます。
「創立５０周年を迎えるにあたって」
日向更生センターが社会福祉法人の認可を得て、特別養護老人ホーム皇寿園
を昭和４４年１０月に創設して以来、５０年が経過しました。創設時の定員は
５０名（現在は１００名になっています）で、宮崎県内第一号の施設というこ
とで、県内各地から利用者が来られました。
創設に至る経緯をみるといろいろな課題があったようですが、現在の場所が
選ばれたときは、当時の清山市長はじめ、地権者の皆様にも多大なご協力を賜
ったと聞いております。そして、一つの事業が同一地域の同一の場所で、老朽
皇寿園施設長
改築という大きな事業を含めて、５０年継続できたことは、地域の皆さまのご
黒木 茂夫
理解とご協力なくしてはあり得なかったとあらためて感謝いたします。
日本は世界に例を見ないほどの少子高齢社会が進んでいます。宮崎県内において、昭和４４年には
１カ所だった特別養護老人ホームが、現在、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設・地域密着型介
護老人福祉施設）が１０７ヵ所設置されており、５０年という時の流れの中でいかに高齢化が進んで
きたか、施設数の増加によっても分かります。ちなみに宮崎市内には 25 の施設があります。さらに、
有料老人ホーム数をみると、県内 454（宮崎市内 181）、内介護付（混合型）36（宮崎市内 12）
という数です。
今年、５０年を迎え、さらに飛躍していかなければなりませんが、
「利用者本位」、これからもこの
言葉を私たちの大切なキーワードとして持ち続け、利用者の方々の QOL（生活の質）を高めること
を目指し、満足いただける介護サービスを提供していくことを職員一丸となって取り組んでまいりま
す。今後とも、皇寿園に対しご指導、ご意見を頂ければ幸いです。

「社会福祉法人日向更生センター創立５０周年記念事業について」
令和元年１０月２０日に「社会福祉法人日向更生センター 特別養護老人ホーム 皇寿園」が創立
５０周年を迎えます。
この記念すべき年を一年間を通して、職員一同が改めて５０年の歴史を振り返り、利用者の皆様・
地域の皆様に必要とされる介護・福祉とは何かを考える機会とし、また５０年という長きに渡り様々
な形で支えて頂いた地域の皆様への感謝を形にできるような年にしたいと考えております。
今後の事業等につきましては、広報誌「きらめき」、施設内への掲示、家族会のお知らせ等にてご
案内させていただきたいと思います。
これからも利用者の皆様、ご家族の皆様、地域の皆様に「皇寿園で良かった」と喜んで頂けるよう
な施設を目指して参りますので、よろしくお願いいたします。
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皇寿園介護課の取り組み
１階介護課

２階介護課

4

ケアプランを基本に、個々の利用者に合わせた支援を。

今年も梅雨明けから利用者の皆様と一緒に夏を満喫しました。暑さにも負けず、朝の
会や誕生会、歌謡祭、納涼祭など、様々な活動や行事に元気に参加されていらっしゃい
ました。これから秋も本番。何をするにもいい季節です。体調に気をつけて、みんなで
楽しく過ごしていきたいものです。

2 階フロアーでは、梅雨明けから誕生者の方を対象にドライブを実施しました。
イオンに行き、念願の回転ずしに舌つづみを打ったりアイスクリームを食べたり
と、美味しい物を食べてリフレッシュしてもらいました。やはり外の空気を感じる
と普段とは違う笑顔が見られました♪

皇寿園広報

３階介護課

きらめき

暑い日が続いた今年の夏。３階は８月１８日に縁日を開催しました。ビール
(ノンアルコール)や手作りの杏子サワー・ラムネ、揚げたてのフライドポテト
などの振る舞いに皆さんとても喜ばれていました！
魚釣りのコーナーでは、釣った魚に合わせた景品もあり、真剣にお魚を狙っ
て、景品を受け取っていらっしゃいました♪夏の暑さにも負けない、素敵な笑
顔がたくさん見られました！！

96
vol

介護の
ワンポイント
アドバイス
風邪やインフルエンザの予防・感染防止に活躍するマスクですが、ただつけるだけでは十分な効果は発揮し
ません。正しく着用することではじめて効果的な予防ができるので、マスクの正しいつけ方とはずし方を改め
て確認してみましょう。
～正しいマスクのつけ方～
①マスクをつける前にはしっかりと手洗いを行いましょう。
②マスクの上下を引っ張り、張り出した部分が表側になるように形を作ります。
③ワイヤーを上にして、顔に当てながら紐を両耳にかけます。
④ワイヤーを鼻の形に合わせて、あごを包むようにマスクを下まで伸ばして顔にフィットさせます。
⑤マスクをしたら、ワイヤーをしっかり鼻の形に合わせます。
Point
マスク着用のポイントとして、不織布マスクの中にある針金を自分の鼻の形に合わせて折り曲げ、鼻の両
脇、頬などに隙間がないようにするのが大切です。マスクを着用しても鼻が覆われていないと、マスクの
効果が半減してしまいます。必ず鼻と口の両方を同時に覆うようにしましょう。
～正しいマスクのはずし方～
①マスク交換時の注意
マスク表面にはウイルスが付着している可能性があります。
ゴムバンドのみを触ってはずし、マスク表面には触らないように注意しましょう。
②使用済みマスクの廃棄方法
使用済みマスクは、ウイルスが付着している可能性があります。表面や内側には触れないようにマスク
をはずしてビニール袋に入れ、口を閉じて廃棄しましょう。
※マスクを廃棄した後、手にウイルスが付着している可能性がありますので、手洗いを行いましょう。
～間違ったマスクの着け方～
①マスクの金具部分を鼻の形に合わせてなく、顔にフィットしていない
②鼻が出ている
③使用中のマスクをあごにかける
マスクをしているから感染症を完全に防げるとは限りません。マスクだけでなく、手洗い、うがいをしっか
りと行い体調管理をすることが重要です。
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皇寿園在宅介護支援センター／在宅ケアセンターからのお知らせ
令和元年度 第１回 きらめき講座を実施しました。
最近大きな話題になっている高齢者ドライバーの交通死亡事故。
毎日のように、交通事故の話題を耳にしますが、今回、宮崎北警察署・交通協会より、お話をしていただ
きました。
講座の後半ではグループに分かれ、お茶をのみながら、皆さんに講座を受けての感想などを語り合ってい
ただきました。
「毎年でも交通安全の講座実施してほしい」
「免許返納の話など知り、ためになった」
「今日は
良い機会だった」といった感想が聞かれました。
また、講座に参加したことで、地区や施設の方達と会話ができ、
「来てよかった」
「また来たい」
「参加して
よかった。
」といったお言葉をいただきました。普段関わりが少なくなった住民が集まり、顔を合わせ、繋が
りができたことも、喜んでいただけました。

前浜地区公民館において地域の高齢者の皆様のふれあいの場として「前浜地区高齢者福祉サロンを
前浜自治会が主催となり、中央東・檍地区地域包括支援センター、Ｒｅ＋ｍｏｖｅと一緒に開催致し
ます。１年間にわたって楽しんでいただける内容を用意しております。
「歩くことが辛くなった」「外出することに自信がない」「出かけたいけど足がない」など、自宅か
ら出る機会が少なくなっている方、送迎の準備もあります。ぜひ参加してみてください。お待ちして
おります。詳細は地区回覧をご参照ください。
日

程

内

容

詳 細

9 月 9 日（月）

介護予防アドバイザーによる体操と 1 健康体操

13:30～15:30

レクリエ―ション

実施場所
皇寿園

2 体操・レク
3 茶話会

10 月 21 日（月） 看護学生の健康教室とゲーム

1 健康体操

13:30～15:30

2 健康教室とゲーム

前浜公民館

3 茶話会
11 月 18 日（月） 宮崎市出前講座

1 健康体操

10:00～12:30

2 ニュースポーツ

「ニュースポーツ」

前浜公民館

3 ふれあい会食会
12 月 16 日（月） 皇寿園施設職員による

1 健康体操

13:30～15:30

2 レクリエーション

レクリエーション

皇寿園

3 茶話会
3 月 16 日（月） 宮崎市出前講座

1 健康体操

10:00～12:30

2 交通安全教室

「交通安全教室」

3 ふれあい会食会
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皇寿園デイサービスセンター情報 ☎３１－６２６３
今年は暑い夏、台風の多い夏でしたね！少しずつ秋風が気持ちのいい朝が増えてきたような気が
します。これからの時期は風邪やインフルエンザなどに気を付けなければいけないので、手洗い・
うがい、こまめな水分補給、バランスのとれた食事、しっかりとした休養、ちょっとした運動で身
体の免疫力を高めていきましょう。
さて、デイサービスでは、秋ならではのレク・行事を利用者の皆様と、楽しく・元気いっぱいに
取り組んでいきます！！
７月、８月に行われ、利用者の皆様に好評だった行事をご紹介したいと思います。
７月にセンターの天井に夏の飾りを吊るしました！折り紙を折って
糸を通したり、貝殻に色を塗って飾りを作っていただき、夏らしい雰
囲気がセンターの中を彩ってくれました

8 月１日～3 日の 3 日間にわたりデイサービスでは納涼祭を行いまし
た。御神輿や吹き矢に輪踊り、スイカ割りなど利用者の皆様に楽しく参
加できる内容となったようでした。暑い夏を乗り切る元気の出る行事に
なったようです。

１０月は運動会、秋の遠足、１１月は保育園との交流会、１２月は年末クリスマス・忘年会と
楽しい行事が目白押しです。是非一度、皇寿園デイサービスに遊びに来てみませんか？お待ちし
ております！

食欲の秋・運動の秋・読書の秋、いろいろな秋を満喫しましょう。
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施設の名称にもついている「皇寿」という
言葉ですが、実は１１１歳を表しています。
介護課 ３階フロア所属
100

権藤

1

和明さん

2

5 年間、他施設にて介護の仕事をしていました
が他の仕事をしたいとの思いで、一度介護を離れ
ました。しかし、離れたことで介護の仕事がまた
したいとの思いが強くなり、ご縁があって、皇寿
園に入社することができ、初めて特別養護老人ホ
ームでの仕事を経験させて頂いています。
入社して 3 ヶ月が過ぎ、まだまだ不慣れな事も
ありますが、先輩職員に助けて頂きながら日々勉
強し、頑張っている所です。
まだまだ至らない所もあると思いますが、ご利
用者の方々が日々笑顔で過ごしていただけるよ
うに、気づき・気遣い、心配りが出来る介護福祉
士になれるよう努力していきたいと思います。

編集後記
ようやく、暑かった夏が終わり、過ごしやす
い季節になりました。
今年の夏は毎年恒例となっておりました、皇
寿園・明星園合同夏まつりを、猛暑による利用
者様の体調等を考慮し、残念ながら外での実施
を断念いたしました。代わりに園内のホールに
てミニ夏祭りを行いました。射的コーナーやた
こ焼き風のホットケーキ、かき氷に綿菓子など
の出店や鯛の神輿が出たりと夏祭りの雰囲気を
味わって頂けたのではないかと思います。来年
からはまた形を変えて実施できると思いますの
でご期待くださいませ。
そして今月は当法人の一大イベント、創立 50
周年記念式典がおこなわれます。また次号の紙
面にてご紹介させていただきます。

12

「皇寿園」の名称にはご利用者の皆様のご健
康とご長寿への願いが込められています。

令和元年 7 月～9 月までに活動頂いた皆様。
※順不同、敬称略
しののめ会（洗濯物整理・他）
喜多 輝一（ギター演奏）
本部 城聖（環境整備・他）
本多 長生（洗濯物整理）
江坂設備工業株式会社（清掃・点検）
株式会社富士製菓（上生菓子の寄贈）

１０月～12 月の行事
ライトガーデン（第 2 水曜）
創立５０周年記念式典（19 日）
運動会・家族会総会（26 日）
ライトガーデン（第 2 水曜）
きらめき講座
利用者懇談会
ライトガーデン（第 2 水曜）
クリスマス会・忘年会（7 日）
生け花会

この他にも、毎月各フロアごとに誕生会・レクリエ
ーション・茶話会等、随時開催しております。

皆さんのご意見もお待ちしております。連絡先 → 特別養護老人ホーム 皇寿園
8
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足す「二」＝王）を足すと１１１（「白」足
す「王」＝皇）となります。

発
行／特別養護老人ホーム皇寿園・皇寿園在宅福祉事業部
編集スタッフ／中原 達郎
田中 和美
村社 美歩
岡田 幸代
畠中 昌子
柳田 典子
小城 真彦
阿部 彰人

宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－６５０

99

９９（「百 」引く「一」＝白）と１２（「十」
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