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清明風

春先のこの時期に、東南から吹いてくる心地よい風を清明風といいます。北風の吹く季
節が終わり、本格的な春がやってきたことを告げる風です。この風の吹く頃は、桜の花
も満開となり、南の国からはつばめが渡ってきます。

（成寿会）

４月日、老人保健施設成寿園２階会議室にて２８年度成寿会入社式が執り行われました。新田副理事長

より、希望に満ちた７名の新入職員の皆さんに「おめでとうございます」との挨拶の後、ひとり一人に辞令

配布があり、
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善通寺様

地域交流会・施設見学会

成寿会の施設を利用してみたいと思って頂けるよう地域の皆様との交流の輪を広げて

いきたいと思っております。

ご希望があれば随時日程を調整しながら地域交流会・施設見学会を行いますのでよ

ろしくお願いいたします。 お問い合わせは ℡ ０８２３－７１－８５００ 松村・武智

法話会

３月１６日、特別養護老人ホーム成寿園２階にて、法話会が執り行われました。善通寺ご住職 様、

仏教婦人会の方６名様にお越し頂きお経を上げて頂きました。

正信偈を声高らかに唱えられ、心穏やかな時を過ごされました。

ご法話では、春分の日が近いということでで、党彼岸のお話をして下さいました。

（広成寿園）

役員会 （成寿会）

３月２９日、老人保健施設成寿園２階にて、理事、評議

員、監事、施設長、事務長により理事会、評議員会が開

催されました。

平成２８年度予算（案）および、平成２８年度事業計（案）

など６つの議案について審議され、承認を得ました。

感染症予防のため、面会の制限をとらせていただき、ご家族の皆様には、ご不便、ご心配を

おかけしておりました。

この度、３月２６日（土）より、感染予防体制（面会制限）を解除し、通常通りのご面会をしてい

ただけるようになりました。

なお、ご面会の際は、施設玄関にて手指消毒を引き続きお願いいたします。









介護老人保健施設大浜
認知症リハビリができる介護老人保健施設として、当法人の介護老人保健施設大浜が

全国リスト７３５で紹介されました。

広島県では１７施設あり、呉市では老健大浜と焼山のコスモス園の２施設だけです。

介護老人保健施設大浜
〒734-0102
広島県呉市豊浜町大字大浜字深田482番の1
TEL(0823)67-1188
http://www.seijukai-welfare.jp/

ユニット名
２階
ごうの砂
小瀬戸の石
のんどろの石
３階
二窓の下いかり
すずめの石
裏瀬戸の砂

みかん畑が見える部屋、海が一望できる部屋、居室の広さは３タイプあります。好みと目的に応じて

選択してください。

豊浜町大浜



 

特別養護老人ホーム(広成寿園） 老人保健施設成寿園（広成寿園） 老人保健施設成寿園ユニット(広成寿園）

ケアハウス（広成寿園） デイサービス成寿園（広成寿園） デイケア成寿園（広成寿園）

成看託児所 デイサービス豊浜（豊浜） 生活支援ハウス（豊浜）

グループホーム大浜（大浜） 介護老人保健施設大浜（大浜） デイケア大浜（大浜）

グループホーム関前（関前）

高屋の大地成寿会

（高屋町大畠）

グループホーム田口（西条町田口） デイサービス田口（西条町田口）

デイサービス小江（広中迫）デイサービス高屋（高屋町大畠）

厨房より成寿会行事予定

・陶芸教室
広教室

（第1・第３ 火・水曜日）

大浜教室

（第１・第３ 金曜日）

田口・高屋教室

（第２ 火・木曜日）

ショート

・お茶会

・カラオケ
・おやつ作り

・創作活動

・豆まき

・バレンタイン

＊行事はユニットの
特性を生かし、各ユ

ニットで行います。

・お花見（８日）

・野外活動（１２日）

・お楽しみ会（１４日）
・工作作り（１８日）

・毎日・・のど自慢大会

・お花見ドライブ

１１日～１７日

選択レクリエーション

陶芸教室、書道、

カラオケ、絵画教室も
行っています！！

春に旬を迎えるたけのこには、食物繊維が豊富で、便秘や
大腸がんの予防、また、カリウムによる、高血圧予防の効
果が期待されます。
えぐみのもとであるシュウ酸は、採ってから時間がたつほ
ど増え、アクが強くなるので、必ず下ゆでし、アク抜きをして
保存します。時々水をかえれば、冷蔵庫で１０日間ほど日
持ちします。
調理の際は、一気に味を付けると、たけのこに味が
入らないので、砂糖やみりん等、甘い調味料を加え、

しばらく煮込んでから、しょうゆや塩を加えるとおいしく
仕上がります。

管理栄養士 石畠美紀

筍（たけのこ）

・花見ドライブ（初旬）

・買い物ツアー（中旬）

・おやつ作り（８日）
・誕生日会（２７日）

・毎週月、木 マッサージ

・お花見（未定）

・花見ドライブ（９日）

・花見ドライブ（１６日）

・純喫茶田口（２４日）

・お花見（１日）

・お茶会（１５日）

・お菓子作り（２０日）

・お花見（１３日）

・誕生日会（１７日）

・お釈迦参り（２９日）

・おやつ作り

・お花見ドライブ（４日）

・陶芸教室（８日）
・陶芸教室（２２日）

・お花見

・お茶会
・ドライブ

・お釈迦さん

・お花見ドライブ（４日～８日）

・おやつ作り（２１日）
・お誕生日会（２６日）

・お花見ドライブ（４日～６日）

・ボランティア（１５日）

・おやつ作り（１８日、２１日、２８日）
・マッサージ（火・土）

・お花見

・お楽しみ会
・誕生日会

・おやつ作り

・お花見（８日）

・野外活動（１２日）
・お楽しみ会（１４日）

・工作作り（１８日）

・のど自慢
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