あけましておめでとうございます。
～新年号の内容～
P２～３ 年頭所感・新年挨拶
P４
年男・年女特集
創立 50 周年記念式典
P５
皇寿園介護課令和元年総まとめ
P６～７ 在宅福祉情報・
令和元年ボランティア御礼
P８
きらめき人・編集後記・他

皆様の今年一年のご健康とご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
令和二年 元旦
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きらめき

年頭所感
あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。本年も広報誌「きらめき」
をよろしくお願い申し上げます。
新年の始まりということで、皇寿園施設長・副施設長、日頃よりご協力頂いている皆様より年頭所感・新
年のご挨拶をいただきました。
令和の時代になり初めてのお正月を迎えます。
皆さま、あけましておめでとうございます。
昨年は新しい天皇皇后両陛下の即位の礼が厳かに行われました。即位の礼は、
「剣
璽等承継の儀」
「即位後朝見の儀」
「即位礼正殿の儀」「饗宴の儀」「祝賀御列の儀」
の五つの国事行為として行われました。新しい時代の扉が大きく開かれた印象を持
ちました。
社会福祉法人日向更生センターにとっても、昨年は皇寿園創設５０周年を迎えた
年でありました。地域の皆さまのご理解とご協力のたまものであると、深く感謝申
し上げます。
この様に、昨年、二つの大きな節目を迎えたわたくしたちは、心新たにして、新
社会福祉法人日向更生センター 理事長
特別養護老人ホーム皇寿園 施設長
しい令和の時代を切り開く一助になりたいと思います。
黒木 茂夫
特に、社会福祉法人という法人格を持って高齢者福祉事業を推進してきた私たち
は、今後は地域の皆様方にとって必要不可欠な存在としてご理解を深めていただけるような事業を推進してい
かなければならないと考えます。
さて、50 年と言えば半世紀。また今年は平成の年が終わり、新しい年号がスタ
世の中の変化が大きく、生活に困窮される方も増えてきています。さらに、社会福祉事業の対象者は、高齢
ートします。区切のよい今年を契機に、世の中の動きを追うのではなく、一歩先ん
者ばかりではなく、乳児から高齢者まで幅広い方がおられます。その方々の福祉ニーズに応えていくことが、
じて高齢者福祉、さらに地域の福祉向上に取り組む体制づくりの年にしたいと考え
これからの社会福祉法人に求められています。
ております。
具体的にいえば、私たちは高齢者福祉事業者ではなく、様々な相談に対応できる、社会福祉事業家として活
動しなければならないと考えます。時間はかかると思いますが、新しい令和の時代の福祉を担うものとして、
社会福祉事業家を目指すことを今後の目標としたいと思います。
どのような時代になっても、安心して住める街づくりが必要です。地域の力は、それぞれ異なりますが、地
域の主役は、そこに住む人々です。その地域でどのように「生きて」行くかを考えるのは地域住民です。私た
ち社会福祉法人も、地域の一員として、地域の方と相談しながら街づくりを担うことが出来ないか、昔から伝
わる文化があるとすればどのように継承できるかを考える年にしたいと思います。
本年もよろしくお願い申し上げます。

海野 正常

2

あけましておめでとうございます。
昨年は法人創立５０周年を迎え、時代は平成から令和へと、大きな転換点となりま
した。新年を迎えるにあたり、高齢者介護に従事する私たちは、時代が変わろうとも、
「人の人生に関わる仕事」の基本姿勢を変えることなく、時代や制度の変遷を乗り越
えていかなければならないと、改めて考えているところです。
夏季オリンピックが東京で開催されることが決まって、早７年。当時、デイサービ
スを利用されている９４歳の女性とこんなやり取りがありました。「東京オリンピッ
ク楽しみですね。
」
「７年も先のこと、もう、この世におらんかも知らん。
」と…。歌
うこと、人と話すことが大好きな方、現在１０１歳を迎えられ、当施設で元気にお暮
らしです。まさに生きる力を感じさせてくださる高齢者のお一人です。
「私たちは、利用者様の持てる力を活かしながら、ご家族との繋がりを持ち、その
人らしい生活を送れるように支援します。」このスローガンのもと、多くの利用者様
からパワーをいただき、より高みを目指した介護実践に取り組んでまいります。本年
もよろしくお願いいたします。

皇寿園広報

医療法人財団志清会
阿波岐ヶ原病院理事長

丸山

英晴

様

あけましておめでとうございます。令和になり初めての新春を迎え、新しい時代
への期待に胸を膨らませていらっしゃる方も多いのではないかと思います。
皇寿園の属する社会福祉法人日向更生センターは昨年創立 50 周年を迎えられま
した。皇寿園は宮崎県第 1 号の特別養護老人ホームとして、歴史的にもそして介護
力等の中身は言うまでもなく名実ともに県内ナンバー1 の施設であります。
数年後には団塊の世代も 75 歳の後期高齢者となり、高齢者数及び高齢者率は今
後も当分は増加します。このような社会構造の中にあって、皇寿園は県内施設のリ
ーダーとしてこれまで以上に存在感が高まってくるでしょう。私も微力ではありま
すが、皇寿園スタッフの方々とワンチーム（ONE TEAM）になって利用者様を心
身の健康管理の面からサポートできますよう精進して参りたいと、新たな時代の新
年にあたり誓いを立てたところです。
今年もご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。令和 2 年が皆様にとりま
して佳い年になりますようお祈り申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。昨年を振り返ってみますと７月の豪
雨、８月の前線を伴う大雨、度重なる台風による被害など災害の多い年であっ
たと思われます。
また、天皇陛下が退任され、皇太子殿下が新たに１２６代天皇に即位、元号
が令和に改元されました。
スポーツ界においてはラグビーワールドカップで初めてベスト８入りを果た
し、テニス・ゴルフにおいても目覚ましい活躍が見られ、令和の幕開けの明る
いニュースとなりました。
令和２年。今年が皆様にとりまして素晴らしい一年になりますよう心からお
祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

阿波岐原町区長

中原

優太郎

様

きらめき

あけましておめでとうご
ざいます。
皇寿園の役職員そして利
用者の皆様には良き新年を
お迎えのこととお慶び申し
上げます。
昨年は皇寿園にとって創
立 50 周年を迎えた輝かし
い年でありました。これま
で培ってきた 50 年の経験
を基盤に次の 50 年に向か

ってご尽力され、さらに一段と飛躍されることを期
待します。
高齢者が増加する中、高齢者介護は大きな課題で
あり、その受け皿である施設の充実は益々重要にな
ってくるものと思います。
今後とも使命感をもって、地域福祉の拠点として
の積極的な活動をお願いします。
最後に、本年が皇寿園にとって素晴らしい年であ
りますように祈念して新年のご挨拶と致します。
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皇寿園家族会会長

金丸

万寿雄

様

新年明けましておめでとう
ございます。皆様には、お元
気で新春をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
昨年は地球温暖化の影響で
各地で河川の氾濫が続いた年
でした。被災地の皆様方へは、
心からお見舞いを申し上げる
次第です。一方、私どもの地
前浜自治会会長
区では幸いなことに被害は全
中原 良治 様
くありませんでした。
そろそろ宮崎にも大きな台風来襲があるのではな
いかと心配です。備えを怠ってはいけないと心がけた
いものです。
そして昨年も皇寿園様には、
「高齢者サロン」や「き
らめき講座」等で大変お世話になりました。認知症の
学習もかなり進みました。高齢者社会ですから、その
準備も怠りなく進めるべきでしょう。
本年も地域に根差した貴施設にお世話になりなが
ら、私ども高齢者も安心した生活が送れますことに心
から感謝申し上げます。
末尾に、今年も皇寿園様並びに明星園様のますます
のご発展と職員・入居者の皆様のご多幸をお祈りいた
します。
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きらめき

２０２０年

年男・年女インタビュー

今年は子年です。
毎年恒例ですが、皇寿園のサービスを利用されている年男・年女の皆様に今年一年の抱負を伺いました。
高橋 和子様
『食べて笑っ
て元気に過ご
したいです』

施設サービス利用者

二宮 カネコ様
『お化粧を続け
ていつまでも綺
麗にいたいです』
奥野 龍子様
『次の子年まで元気
に頑張りたいです』

永山 キイ子様
『 今 年 も お 料理 教 室
で み ん な で お菓 子 を
作って食べたいです』

今井 ヒサエ様
『今年は故郷の青
島にドライブに行
きたいです』

在宅サービス利用者

黒木 啓純様
『健康第一』

長友 幸子様
伊藤 三郎様
『皆さ んと仲良く笑 い 『今年も一年健康に頑
ながら過ごしたいです』 張ります』

創立５０周年記念式典を開催いたしました。
昨年「社会福祉法人日向更生センター」並びに「特別養護老人ホーム 皇寿園」はおかげさまで創立５０周年
を迎えることができました。
令和元年１０月１９日に開催された「創立５０周年記念式典」では「琉球國祭り太鼓」の皆様が華やかにオー
プニングを飾って下さり、各所ご来賓の皆様からは温かいお祝いのお言葉を頂きました。
また、記念講演では宮崎市神話観光ボランティア協議会顧問 岡田 勝運様より「日向神話から学ぶもの」宮
崎の阿波岐原には非常に所縁の深い貴重なお話を聴かせて頂くことができました。
新しい年を迎え、職員一同、初心にかえり５１年目も利用者の皆様・地域の皆様に「皇寿園で良かった」と喜
ばれる施設づくりに取り組んで参ります。本年もどうぞよろしくお願い致します。
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皇寿園介護課
１階

～令和元年の総まとめ～

昨年も１階では利用者の皆様に季節を感じて頂けるようなクラブ活動や行事を実施しました。
また、昨年は多くの小学校の生徒さん達が交流会に来られ利用者の皆様も大変喜ばれていらっ
しゃいました。今年も一年間、皆様と一緒に様々な活動を通して笑顔で過ごしていきたいです。

二階では、毎月よつばカフェを実施しております。利用者様と楽しみながら一緒にお菓子を
作り話しながら食べたりしております。今年も利用者の皆様に皇寿園での生活を楽しんでもら
えるよう支援していきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします。

３階

２階

九月からはおはぎやサンドウィッチ、だご汁・スイートポテト作りを行いました！みなさん真
剣な表情で取り組まれていたり、ご家庭での作り方などをお話しされたりと楽しまれていまし
た。おやつに作ったおはぎを食べたり、外の芝生に出てボール投げをしたり、秋風を感じなが
らだご汁を味わって頂きました♪
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きらめき

皆さまにおかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。また、今年も無事
に新春を迎えることができましたことを心より感謝申し上げます。
本年も地域にお住いの皆様、在宅で介護を必要とされる皆様が安心して地域で生活を続けられるような情
報・サービスの提供に努めて参りますのでよろしくお願いいたします。

令和元年度 第２回きらめき講座を実施しました。

令和元年 11 月 29 日（金）に皇寿園のふれあいホールにて「令和元年度 第 2 回きらめき講座」を開催
いたしました。近隣の方々をはじめ、多くの方にご参加いただきました。
今回は「今日からできるプラークコントロール」という演題で、タナカデンタルクリニック院長の田中純一
郎先生にお話をしていただきました。虫歯は糖分を餌にして、酸をだし、歯を溶かし、穴をあけてしまうこと、
歯周病はプラークという歯垢が原因ということを教えていただきました。
この歯垢は食べ物のカスではなく、細菌の塊であり、しっかりと正しく磨けないと取り除けないものだとい
うこともわかりました。その歯垢を効率よく、取り除ける磨き方、バス法（斜め４５°よこ磨き）を教えてい
ただき、参加された皆さんで実際に歯ブラシを使って、正しい磨き方を実践でやってみました。
「今まで生きてきて、歯の話を聞いたのは初めてでした」「歯の大切さを学びました」「今日から歯磨きを
頑張ります」といった感想をたくさん聞かせていただきました。
歯周病が糖尿病等の全身疾患との関わりが深いこともわかり、お口の中を清潔に保つことがいかに重要であ
るかということを知ることができた講座であったと思います。

令和元年ボランティア活動ありがとうございました。
令和元年も多くのボランティアの皆様に大変お世話になりました。また、施設並びにご利用者様へ真心
のこもった寄贈、ご寄付を頂きましたことも重ねて感謝申し上げます。
今回は令和元年中に活動頂いたボランティアの皆様、寄贈やご寄付を頂いた皆様をご紹介させて頂きま
す。
（順不同）
●利用者支援・環境整備・交流等
●演芸訪問等
しののめ会様（洗濯物整理他）
・本多生長様（洗濯
黒木弘子様（ピアノ演奏）
・お日さまの会様（演芸鑑賞会）
物整理他）・喜多輝一様（ギター演奏）・本部城聖
さいたみつこ様、日高啓子様（演芸鑑賞会）・心友太鼓（敬
様（環境整備他）
・龍生派宮崎支部様（生け花会）・
老祝賀会オープニング）・琉球國祭り太鼓（創立記念式典オ
江坂設備工業株式会社様（清掃ボランティア）
・ア
ープニング）・岡田勝運様（創立記念式典記念講演）
ユース様（アロママッサージ）
皇寿園でのボランティア活動にはご利用者様に直接関わる
●物品寄贈
もの、環境整備等間接的に関わるものがあります。事前に
宮崎地区遊技業組合様（車椅子の寄贈）・宮崎市 施設概要等のご説明もさせて頂きますので、興味のある方
茶商組合様（新茶の寄贈）・富士製菓（上生菓子 はお気軽にご相談ください。シニア応援ボランティア（介
の寄贈）
・宮崎神宮様（新嘗祭）
・浜ゆうクラブ婦 護支援ボランティア）の受け入れ施設にもなっております。
人部様（雑巾・アクリルたわしの寄贈）
☎２４－８５１８（担当：川原）
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皇寿園デイサービスセンター情報 ☎３１－６２６３
新年明けましておめでとうございますヽ(´▽｀)/
今年は東京オリンピックのある年になりますね！
オリンピックに負けないくらい賑やかで楽しいレク
をたくさん準備していきたいと思います！そして、よ
り一層親しみのある場所になるよう、今年も丁寧に親
切に支援をしていきたいと思っております。どうぞ宜
しくお願いいたします m(_ _)m

令和元年１０月１０日～１２日
今年の秋の大運動会はパン食い競争に玉入れ競争、そして職
員による障害物リレーなど大いに盛り上がりました！！

令和元年１０月２８日～１１月２日
今年は宮崎市博物館、大淀川学習館に行って参りました！！
珍しい展示物や魚に皆さん大変喜ばれていました！

波島保育園交流会

令和元年１１月１２日
今年も波島保育園との交流会を開催いたしました！！
毎年、園児の皆様が披露してくれる、太鼓や歌、ダンスに利
用者の皆様も思わず涙を流される方もいらっしゃいました。年
に１度の貴重な時間を皆様楽しまれていたようです！！

１月は初詣、２月は寒梅見学、節分、３月はひな祭り茶話会など季節を感じつつ皆様
が楽しめるような行事を予定しております！！
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きらめき
皇寿園で働く前は、小規模な施設で勤めていました。
自身のスキルアップの為に昨年、介護福祉士の資格を取得し、
本施設で介護職の専門的知識を更に深めていきたいと思い転職
しました。
私事ではありますが、12 月に子供も生まれまして、より一層
仕事への活力源となり、父としての自覚を持ち今後も頑張って
いきたいと思います。学ぶ姿勢を忘れず向上心をもち、皇寿園
の一員として努めていきます。

５０年の長きに渡り同一地域にて、同一の事業を運営して来られたことに感謝して、ご利用者・ご家族・
地域の皆様への感謝を少しでも形にできるよう、今年一年間を通して以下のような事業を計画しております。
※日にちが近づきましたら改めて広報誌やポスター、ホームページ等でご案内させて頂きます。

令和２年３月（予定）：職員実践研究発表
法人及び職員の資質向上の為に毎年実施している内部研修です。法人内各事業所からの高齢者介護
に関する実践研究発表をします。

令和２年５月（予定）：記念演奏会（村上 三弦道）
利用者・家族・地域住民の皆様等を招き、日頃の感謝を込めて実施します。

令和２年８月（予定）：記念音楽会（アカデミックブラスアンサンブル）
利用者・家族・地域住民の皆様等を招き、日頃の感謝を込めて実施します。

編集後記

ライトガーデン（第 2 水曜）
仕事初め式（8 日）

元号が令和になって初めて迎える新年、2020 年
の幕開けです！今年は心温まるようなニュースが沢
山あふれるといいですね。
そして何より今年は東京オリンピック、パラリン
ピックの開催に期待が膨らみます。東京での開催が
決定してから、あっという間に 7 年がたちました。
本当に時間の経つのは早いものです。今できる事は
しっかりやっておかないと後悔してしまいそうだと
改めて感じ、新しい挑戦に取り組みたいと、秘かに
自分なりの目標を立ててみました。
三日坊主ならぬ、三ヶ月坊主にならないといいの
ですが。

ライトガーデン（第 2 水曜）
節分豆まき会（2 日）
ライトガーデン（第 2 水曜）

ライトガーデン（第 2 水曜）

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。

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
齊藤 太郎
村社 美歩
柳田 典子
小城 真彦
畠中 昌子
岡田 幸代
阿部 彰人
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
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