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（広成寿園）

立秋

二十四節気のひとつで、秋の気配が感じられる頃とされ、この日から立冬の

前日までが秋となります。夏休みの真っただ中でもあり、まだまだ暑さも厳い

頃ですが、日を追うごとに秋の涼やかな風を感じるようになります。季節のあ

いさつ状は、この日を境に「暑中見舞い」から「残暑見舞い」へかわります。

８月５日、特別養護老人ホーム成寿園２階にて、平成２７年８月から平成２８年８月の間にご逝去された方々の

合同慰霊祭が厳かに執り行われました。特養杉本部長が司会をつとめ、皆様で１分間の黙祷を捧げました。

寺岡施設長より挨拶の後、長浜の専徳寺御住職にお越しいただき、読経の流れる中、ご遺族様よりご焼香を

されました。その後、共に過ごした入所者様、職員が故人を偲び心から冥福をお祈りいたしました。

ご遺族様にはお暑い中お越しいただき、合同慰霊祭の後は一灯庵にて季節の和菓子とお抹茶を点てて召し上

がって頂きました。「成寿園でお世話になって良かった」とのお声も頂き、今後も皆様に喜んで頂ける施設になる

よう益々精進して参りたいと思います。

専徳寺様

成寿園 百日紅（さるすべり）

,

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・谷本

施設訪問
７月２２日、２５日の２日間で、西岡理事長、新田副理事長、高野理事の３名が各施設を訪問し、

お年寄りとの触れ合いの時間をもたれました。

また、訪問後は、各施設長、管理者、相談員からの意見・要望について話し合いをし、課題に

ついてはその場で解決しております。

ご意見・ご要望等ございましたら、各施設アンケートボックス意見ボックスにお寄せください。

（成寿会）

法話会 法謙寺様

７月２０日、特別養護老人ホーム成寿園にて法話会が執り行われました。法謙寺御住職寺尾道雄様、

仏教婦人会２名様が来園して下さいました。

ご法話では、「地獄部屋」と「極楽部屋」の話をされました。あの世に地獄、極楽があるのではなく、今の生

活している中で、他人のことを思いやり優しい心の人は極楽浄土であり、自分のことしか考えないで自己

中心的な心で生活している人は地獄ではないだろうか・・・みんなの心にずっと響くもったいないお話でした。

法話会の後、一灯庵にて季節の和菓子とお抹茶を召し上がって頂き、２か月に１度の法話会を終えました。

（広成寿園）

７月２５日から８月１９日の期間、特別養護老人ホーム成寿園に黒瀬高

校の生徒さん２名が介護実習に来園されました。４日は生徒さんによる

レクリエーションが行われました。

「上を向いて歩こう」を皆様で一緒に歌ったり、ゲームをして楽しまれま

した。日々の生活の中で実際に体験されたことは生徒さんにとって勉

強になったのではないでしょうか。入所者様にとっても若い生徒さん達

のふれあいは楽しい時間を過ごされたことと思います。

成寿園での経験を生かして、是非成寿会の一員となって働いて頂け

る日をお待ちしております。

（広成寿園）
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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

・合同慰霊祭（５日）

・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

・おやつ作り
・習字

・園芸

・七夕

＊行事はユニットの
特性を生かし、各ユ

ニットで行います。

・お茶会

・おやつ作り

・習字
・園芸

・夏祭り

・花火

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！！

枝豆
枝豆は６～８月が旬で、大豆が熟す前に枝ごと収穫したものですが、
野菜に分類されます。豆と野菜の両方の栄養を持ち合わせもってお

り良質なたんぱく質が多く、ビタミン、ミネラル、鉄分、食物繊維など
が豊富です。
また、山形県庄内地方特産のだだちゃ豆には、肝機能の回復や疲

労回復に効果のあるオルニチンが枝豆よりも多く、丹波地方特産の
黒枝豆にはポリフェノールの一種で眼精疲労や視力の回復に効果

があるといわれるアントシアニンが豊富です。
枝豆はクセもないので塩茹ででそのまま食べる以外にも、スープお
菓子、幅広い料理に使えます。

高屋の大地栄養士 竹村文恵

・そうめん流し（８日）

・スイカ割り（１８日）

・かき氷パーティー（２５日）

・高屋夏祭り（６日）

・カラオケクラブ

・手芸クラブ

・スイカ割り（２、２２日）

・陶芸教室（８、１１日）

・かき氷（１０日）
・ソーメン流し（１８、１９日）

・毎週月、木 マッサージ

・郷田夏祭り（６日）

・盆法要(１６日）

・納涼祭（２７日）

・かき氷（１５，１６，１７日）

・映画会（１１，１２，１３日）
・わたがし（２６，２７，２８日）

・合同慰霊祭（５日）

・映画鑑賞

・塗り絵

・合同慰霊祭（５日）

・スイカ割り

・かき氷
・そうめん流し

・誕生日会

・おやつ作り（７日）

・ドライブ（１３、２７、２８日）

・カレンダー作り（２６、２９、３１日）

・リース作り（１４、２１日）

・すいか割り

・お楽しみ会
・誕生日会

・おやつ作り

・・買い物ツアー（１１日）
・おやつ作り（１７日）
・スイカ割り（２６日）

・すいか割り

・リース作り
・ドライブ

・おやつ作り

・合同慰霊祭（５日）

・中学生キャリアウィーク

職場体験実習（２２～２６日）

・高屋夏祭り（６、７日））

・おやつ作り（１３、２７日）

・買い物ツアー（２２、２３日）

・かき氷大会（１１日）

・そうめん流し（１５日）
・音楽療法（１７日）

・お楽しみ会（２３日）

・プール開き（２日）

・８月生まれの誕生日会（２１日）

・お買い物ツアー（２８日）

・身体測定（３０日）

・避難訓練（３１日）

・スイカ割り（２０日）

・誕生日会（２３日、２４日）

・夏祭り（３０日）

・そうめん流し（１２日）

・夏祭り（１８日）
・誕生日会（２３日）

・手作りおやつ（２８日）
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