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
令和２年寄贈御礼
P４
年男・年女特集
P５
皇寿園介護課令和２年総まとめ
P６～７ 在宅福祉情報・
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。
令和三年 元旦
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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。

あけましておめでとうございます。
新しい年を迎え、これから一年、平穏でよい年であることをお祈りいたし
ます。
昨年より、新型コロナウイルス感染症の不安が渦巻く中、様々な面で自由
が失われていく日々の中で、利用者・ご家族の皆さまに、面会制限等ご不便
をおかけしてきていることを、心苦しく思います。そして、皆様のご理解に
感謝申し上げます。
さて、先の見えない状況が続いています。現在のこの状況の中で、自分た
ちに何が出来るかを考え、行動することが求められていると思います。例え
社会福祉法人日向更生センター 理事長
ば、高齢者が重症化しやすいと言われている新型コロナウイルス感染症に対
特別養護老人ホーム皇寿園 施設長
黒木 茂夫
応するためには、健康を保ちつつ年を重ねることの大切さをしっかり認識す
ること、自助・互助の意味を再度考え、共通の視点を持ち行動することが重要だと思います。私た
ち一人一人が考え行動する力をしっかり身につけ、コロナ禍を乗り切りたいものです。
さらに、昨年来の重症感染者の増大は、命の大切さ、尊さについて、改めて考えさせられました。
福祉や介護を必要とされる方々への支援をより一層充実させ、日向更生センターのサービスを利用
して良かったと、満足していただけるよう、さらに努力してまいります。
新型コロナウイルス感染症が早期に終息し、
「はやぶさ２」が、小惑星「りゅうぐう」から持ち帰
った「玉手箱」の中身に胸を躍らせる日が来ることを願って止みません。
本年もよろしくお願い申し上げます。

海野 正常
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あけましておめでとうございます。
昨年は、予定されていた東京オリンピックが開催延期となり、多くのアス
リートや彼等を応援する国民にとって、とても残念な年でもありました。
終わりの見えない新型コロナウイルス感染症の禍の渦中、致し方ないこと
も多々ありますが、「人は困難にぶつかるたびに、それを克服しようと新た
な道を探そうとする。」と言われています。また、漢書に、
「それ禍と福とは、
何ぞ糾える縄に異ならん」という文章があるように、これから先、きっと好
転する時期は訪れることを信じて、少しのひらめきと自分を信じて、心新た
に行動していきたいと思います。
日向更生センター皇寿園が、高齢者福祉サービス事業を実施してきた歴史
は、私たち職員の成長の歴史であり、地域の皆様方のご理解とご協力の上に
築かれた歴史であることを再認識し、取り組んで参りたいと思います。今年
もよろしくお願いいたします。
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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。今年はコロナ禍でのお正月となり、例年とは異なる雰囲気
の中で新年を迎えられた方も多いのではないでしょうか。
２０１９年暮れ頃から始まった新型コロナウィルス感染症は瞬く間に全世界に拡大し、昨年１年
間を通して、我々の生活も多大な影響を受け大きく様変わりしました。
皇寿園利用者の皆様におきましては戸外での活動ができなくなったり、ご家族様との面会が制
限されたりなど、大変ストレスのかかる生活を余儀なくされております。スタッフの方々はその
ストレス軽減に対応したり、また施設での感染防止のために自己節制を強化されるなど、ご苦労
は計り知れません。一方ワクチン開発も異例のスピードで進んでおり、光明も差しつつあります。
それまで皇寿園利用者様やご家族様、スタッフの皆様が心穏やかに過ごせますよう、微力なが
ら貢献できればと思っております。
一日も早く、できれば今年「うし年」の間に“モー、コロナは解決”と終息が訪れることを願
い、新年の挨拶と致します。今年もよろしくお願い申し上げます。

阿波岐原町区長

金丸

万寿雄 様

前浜自治会会長

田辺

憲一郎 様

新年、明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウィルスの感染拡大により日本はもとより、世界経済は根
本から揺るがされました。
コロナ感染者は世界でも日本でも増加を続けております。終息は未だ見通せ
ない状況であります。
今年は丑年であります。丑年は子年にまいた種がめを出し成長する時期とさ
れています。丑年にあやかり、新型コロナウィルスの感染が終息に向かうこと
を願ってやみません。今年も皆様の御健康とご多幸をお祈りいたします。
新年明けましておめでとうございます。皇寿園の皆様にはお元気で新春をお
迎えされたこととお慶び申し上げます。
昨年はコロナウィルス感染症で日本中、また世界中揺れ動き、また球磨地域
では大水害にあわれ、地域の方々は未だに復興に向けて尽力されていると聞い
ています。
皇寿園の皆様には「きらめき講座」等で大変お世話になりました。この講座
を通しまして更に今後の皆様や前浜地区の生活に活かしていきたいと考えて
います。
結びに令和３年が皇寿園の皆様方にとって佳い年となりますようにお祈り
申し上げます。

令和 2 年も沢山の寄贈ありがとうございました。
令和２年は新型コロナウィルス感染症に始まり、新型コロナウィルス感染症に終わるといった一年とな
りました。ボランティア活動につきましては、感染症予防の観点から受け入れを中止させて頂きましたが、
皇寿園並びに利用者の皆様へ真心のこもった寄贈を頂きました。心より感謝申し上げます。
今回は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）
●物品寄贈
宮崎地区遊技業組合様（クッキー・野菜ジュース）
・宮崎市茶商組合様（新茶の寄贈）
・富士製菓（上生菓子の寄贈）
・
宮崎神宮様（新嘗祭）
その他多くの皆様（利用者ご家族・地域住民・以前の利用者ご家族等）より、マスクの寄贈を頂きました。
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２０２１年

年男・年女インタビュー

今年は丑年です。
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。

施設サービス利用者

中山 ヤエ子様
『健康に過ごしたい』

土屋 タミ様
『ご飯を食べて、
元気でいたい♪』

中原 ヨシエ様
『皆さんと一緒に
いたいです』

時任 勝様

右田 キヨ子様
『元気で皆で楽しく
過ごしたい！』

岡部 政喜様
『おいしいものを
沢山食べるぞ！』

清山 ヒデ子様
『ただ元気で過
ごしたい☆』

金永 勝子様
『美味しいご飯を
食べたいです』

金丸 靜子様
『歩けるように
なって山に登り
たい！』

串間

タマキ様

清水 衣子様
『今年も元気に過
ごしたいです』

井上 節子様
『たく さん会話がで き
るようになりたいです』

在宅サービス利用者
原口 シズ様
『１００歳までは
元気で過ごす！』
清山 セツ様
『身障の身になれど
も職員の愛の泉に幸
多き、我は幸せなり』
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仁田脇 クニエ様
『元気で過ごせます
ように！』

安楽 了子様
『平和で皆さんと楽
しく過ごす！』
和田 三千代様
『今年も元気にデイ
サービスに通いたい
です！』
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皇寿園介護課
１階

～令和２年の総まとめ～

昨年は新型コロナウィルスの影響で様々な行事が中止となりました。そんな中でも 1 階は喫茶
の日や園芸クラブ、新たに午後からのレクリエーション活動もすることができました。今年も沢
山の活動を通して、元気に過ごしていきたいです。本年もよろしくお願いいたします。

二階では、季節によって様々な行事を行いました。昨年はコロナの影響で出来なくなること
もあり、利用者様や御家族の皆様におかれましても、大変な一年になられたことと思います。
今年度もコロナの影響はあると思いますが、職員一同これからも利用者の皆様に皇寿園での
生活を楽しんで頂けるよう、支援していきますので、本年もよろしくお願いいたします。

３階

２階

3 階ではいこや喫茶や料理クラブで食を楽しんでいただきました。特に料理クラブで作ったバ
ラ寿司は皆様にとても好評でした。美味しいものを沢山食べて、風邪を引かないように過ごし
ましょう！そして、今年も皆様と一緒に、楽しく笑顔で過ごしていきたいです。
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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。
本年も地域にお住まいの皆様、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２年度 第２回きらめき講座を実施しました。

令和２年１１月１６日（月）に、前浜地区自治公民館にて「令和２年度 第２回きらめき講座」を
開催いたしました。
今回は「地域防災について考える」という演題で明星園施設長 黒木靖夫より、災害から命を守る
３つの行動として、「耐震化」「早期避難」「備蓄」についての話をさせていただきました。
また、自治会長、民生委員、ケアマネージャーが今までの災害時の経験をそれぞれの立場で発表し、
地域の皆さんと一緒に、地域の防災について意見交換を行いました。
大規模な災害が発生したとき一番大切なのは、「自分や家族の命を守ること」です。そのために、
今から取り組めること、はじめられることを皆さんと一緒に考える時間を作ることができました。
今回の講座では、防災意識を高め、認識を深められ、防災を見つめ直す良いきっかけになったと思
います。
これまでの災害でわかっている大規模災害は、平日よりも土日・祝日、それも深夜から、朝方にか
けてでした。（阪神淡路大震災は、火曜日でしたが、朝の５時４６分でした）
身元、連絡先がわかるように、衣類に名前を記入、名札などを身につけるようにしておく。日頃使
う杖や補聴器の補助用具など、暗くてもわかる場所に置いておく。台風など予測できる時は、薬の確
認をして予備がなければ受診しておく。下着や必需品など、使い慣れたものを玄関に準備しておく。
日頃から近所付き合いをして、避難情報や、必要な支援を得られるようにしておくなど、自分の備え
としてできることから、はじめてみてはいかがでしょうか。
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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(´▽｀)/
昨年は新型コロナウィルの影響で東京オリンピッ
クが延期になったり、様々な行事や催し物も中止にな
りました。そんな中、デイサービスでは感染予防を行
ったうえで様々な行事・レク活動を行いました！今年
も感染予防を第一に丁寧・親切な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２年１０月８日～１０日
今年の秋の大運動会はパン取り競争に玉入れ競争、そして職
員によるお題でリレーなど大いに盛り上がりました！！

令和２年１１月３日、１１月６日
デイサービスでは習字の西田先生にお越しいただき、墨遊塾
を月 2 回実施しております！皆さん一文字一文字、全集中で書
かれています！

干し柿作り

令和２年１２月５日
「干し柿作り」はデイサービスの年末の風物詩です。
一つひとつ美味しく出来上がるように皆さん丁寧に皮を剥いたり、ひも
を付けたりする作業をして頂きました！

１月、２月、３月も感染予防・対策をしっかり行いながら、季節を感じて楽しんで
頂けるような行事・レクを予定しております。
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介護課 １階フロア所属

原田

聖子さん

皇寿園に入職する以前に実習でお世話になっ
た事があります。
職員の方も利用者の方も笑顔が多く穏やかな
雰囲気だったことを覚えています。いつかこんな
施設で働きたいと思い続けていました。
その皇寿園にご縁があり現在働かせていただ
いております。
このご縁に感謝し皇寿園の一員として笑顔を
絶やさず、利用者の皆様お一人おひとりの気持ち
に寄り添うことのできる人でありたいと思って
います。

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。
100

1

99

10

９９（「百 」引く「一」＝白）と１２（「十」
2

12

足す「二」＝王）を足すと１１１（「白」足
す「王」＝皇）となります。

編集後記

「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。

新年、明けましておめでとうございます。昨
年も、皇寿園広報「きらめき」の編集にたくさ
んのご協力をいただきまして、ありがとうござ
いました。今年も皆様のご支援・ご協力をいた
だきながら、皆様に楽しんで見ていただける紙
面作りに編集スタッフ一同取り組んで行く所存
でございますので、よろしくお願いいたします。
さて、昨年はコロナに始まり、コロナで終わ
った 1 年でした。慣れないマスク生活に活動自
粛など制限のある生活を強いられ、利用者様・
ご家族様等々にも、ご不便をおかけしている所
です。この生活から抜け出すためにも、1 日も
早くワクチン、治療薬が出来ることを期待して
います。
新しい年が皆様にとって良い年になりますよ
うお祈り申し上げます。

ライトガーデン（第 2 水曜）
仕事初め式（未定）
ライトガーデン（第 2 水曜）
節分豆まき会（未定）
ライトガーデン（第 2 水曜）

ライトガーデン（第 2 水曜）
辞令交付式（未定）
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／谷口 緋莉
権藤 和明
山元 春奈
大岩根真依
岡田 幸代
海老原昌子
赤澤 美和
小城 真彦

村社 美歩
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

宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－６５０
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