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（広成寿園）

大寒（だいかん） １月２０日頃

寒さがいちばん厳しい時期。小寒から数えて１５日目の大寒は、二十四節気

のひとつで寒中水泳や寒稽古など、耐寒のためのいろいろな行事が行わ

れます。またこの時期の水は「寒の水」といって、１年でいちばん雑菌が少な

く長期保存に向くといわれ、酒や味噌などを仕込むのに適しています。

１月１日、老人保健施設成寿園２階会議室にて新年互礼会が行われました。桝施設長より、「新年

あけましておめでとうございます。」と挨拶のあと、桝施設長と着物姿の職員が、入所者様おひとりお

一人にお屠蘇を振る舞い今年も健康で過ごせるよう願われました。

その後を紅白の獅子が頭を噛んで回り、皆様の無病息災をお祈りしました。

広成寿園の亀甲竹

,

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

役員会
１２月２７日、呉阪急ホテルにて、理事、評議員、監事、により、理事会、評議員会が開催され、各施設

長も同席しました。

マイナンバー取り扱いに係わる規定類の制定についてなど３つの議案について審議され承認を得ました。

（成寿会）

施設訪問
１２月２４、２８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）

１２月２０日、田口の成寿神社で恒例のしめ飾りの掛け替えを行いました。

平成１７年の開設時より地元の山本様、宮脇様に新年を迎える準備をして

頂いています。この日は霜が降り薄氷のはる寒い日でしたが、早朝よりし

め縄飾りをして頂きました。

今では、年々しめ縄をよる藁も貴重ですが、

このめぐり合いを大切に今後もよろしく

お願いいたします。

成寿神社は毎年ご利用者様をはじめ、地域の方々の参拝が絶えません。

成寿神社は、成寿会が平成１６年５月より起工したグループホーム田口、デイサービスセンター田口の敷地造成工事中
に、敷地内で古来より祭祀鎮座していたと思われる祠が発見されました。関係者の話では「当敷地は江戸中期～昭和
戦後の農地改革まで長年、今の三永～田口一帯を領地所有していた元郷田村庄屋荒谷家の屋敷跡地」と伝えられ、こ
の地が歴史的にも由緒ある名家の地所であったことが判明する基となりました。
この祠は、西岡理事長の意向で修復され丁寧に祭祀再建され、併せて無病息災・五穀豊穣を願い伊勢神宮の内宮神

楽殿にて、御神楽料・御饌料を収め分御霊を拝領し、開園に合わせて成寿会・地域の守り神として合祀建立されたもの
です。
両施設は平成１７年８月無事に開園の運びとなりました。今回このような歴史的、由緒ある名家の地所に巡り合えた縁

に深く感謝し、今後ますます誠意をつくして老人福祉に貢献していきたいと、職員一同思っております。

成寿神社の由来

（西条町田口）
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（西条町田口）

～例年より暖かいお正月各施設では新年互礼会が行われました～

特別養護老人ホーム成寿園２階にて新年互礼会が執り行われました。岡島施設長より「明

けましておめでとうございます。皆様にはお健やかに新年を迎えられ、お慶び申し上げます。

さて、今年の干支の猿は知恵の象徴として昔から伝えられています。私どももこの一年それ

にあやかりたいものです。また、猿は災いがさる、病がさるなどいわれ、転じて良いことが起こ

る幸せがやって来るので縁起がよいとも伝えられています。
私ども成寿園職員一同は皆様の平穏な毎日をお支えするように努めてまいります」との挨拶
の後、皆様にお屠蘇が振る舞われました。

特別養護老人ホーム・ケアハウス成寿園

デイサービスセンター成寿園

デイケア成寿園

桝施設長挨拶

岡島施設長挨拶の後、皆様に

お屠蘇が振る舞われました。
梅田リーダーより「今年も皆様が

楽しく過ごせるデイサービスに

なるよう頑張ります。」との挨拶で

今年の互礼会は終わりました。

凛々しい袴姿の職員が司会を務め

「君が代斉唱」「お正月」の歌を歌って

新年をお祝いしました。

デイケア成寿園にて、新年互礼会が行われました。桝施設長より「新年あけましておめでとうございます」との挨拶

の後、皆様おひとりお一人に声を掛けながらお屠蘇を振る舞われました。この日の昼食は、お正月飾りのランチョン

マットで赤飯、ぶりの照り焼き、お雑煮などのメニューを召し上がられました。

（広成寿園）

最高齢の宗重シケル様

（１０７歳）も美味しそうに

召し上がられました。
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高屋の大地成寿会

高屋の大地成寿会にて新年互礼会が行われました。桑野施
設長より「新年あけましておめでとうございます。今年は申年で
縁起がいい年です。病気がさる。悪いことがさる。皆様にとって
良い一年でありますように！」との挨拶の後、着物姿の職員と
共に、お屠蘇を振る舞いました。その後は、入居者様手作りの
「大地神社」の前で記念撮影をして今年一年の健康をお祈りし
ました。

介護老人保健施設大浜

昼食は、ちらし寿司と大きなエビフライ、お雑煮
など召し上がられおやつには、梅の花の和菓子
で初春を味わって頂きました。

桑野施設長挨拶

（高屋町大畠）

グループホーム田口

（西条町田口）

大地神社で記念撮影

デイサービスセンター高屋デイサービスセンター田口

デイサービスセンター田口では、午後から国分神社に初

詣に出掛けました。手を合わせ今年１年健康であるように

お祈りをされました。

グループホーム田口では、寺岡施設長より「新年あけましておめでとうございます。」との挨拶の後、皆様に

お屠蘇が振る舞われました。獅子舞を披露した後、皆様の健康を願って獅子が頭を噛んでまわりました。

初詣は敷地内にある成寿神社に行き、皆様手を合わせ今年も元気で過ごせるようにお祈りしました。

今年も皆様に喜んで頂けるよう職員一同努めて参ります。

デイサービスセンター高屋では、寺岡施設長より「あけまして

おめでとうございます。今年も地域に愛される施設を目指して

職員一同努めて参ります。」と挨拶の後皆様にお屠蘇が振る

舞われました。

（高屋町大畠）

（西条町田口）



（豊浜町大浜）介護老人保健施設大浜

デイケア大浜

介護老人保健施設大浜では、各ユニットごとに

新年の挨拶をしておひとりお一人にお屠蘇が振る

舞われました。

着物姿の職員から、お屠蘇を注いでもらうと満面

の笑みがこぼれ美味しそうに召し上がられました。

今年も入所者様にとって良い年でありますように！

（豊浜町大浜）

デイケア大浜では、老健と同様に新年の挨拶をして着物

姿の職員よりお屠蘇が振る舞われました。

午後からは、大浦の日高庄八幡宮に初詣に出掛け、今年

も健康で一年を過ごせるようお祈りしました。

グループホーム大浜 （豊浜町大浜）

グループホーム大浜では、「新年あけましておめでとうございます」と挨拶

の後、皆様にお屠蘇を振る舞いました。

元旦の昼食は、ちらし寿司、はもの湯ぶき、お雑煮など召し上がられました。

午後からは船津神社に初詣に出掛け、おみくじをひいたり、手を清め今年

も健康で過ごせるようにお祈りしました。

今年の干支のさるの置物を手作りしたりと、お正月を満喫されました。
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プルタブ回収とバザーへの御協力の御礼

職員代表 先岡

デイサービスセンター小江

　　オカリナ演奏

　皆さんオカリナの演奏に合わせ体操をされたり

　心地良い音色に耳をすまして聴かれておられました。

デイサービスセンター高屋では恒例行事の一つカラオケボラン
ティアの方々が来園されました！
今回は、クリスマスバージョンで盛り上げて下さいました！本当
に今年はお世話になりました。また、来年をよろしくお願いいたし
ます！

デイサービスセンター高屋 （高屋町大畠）

（広中迫町）

書道教室を開催。
今回のテーマは新年の言葉。
お手本を見ながら皆様真剣な表情
で筆を動かされていました。

老人保健施設成寿園

迎
春

（広成寿園）
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これからも御協力の程よろしくお願いいたします。

（豊浜町大浜）介護老人保健施設大浜

デイケア大浜

介護老人保健施設大浜では、各ユニットごとに

新年の挨拶をしておひとりお一人にお屠蘇が振る

舞われました。

着物姿の職員から、お屠蘇を注いでもらうと満面

の笑みがこぼれ美味しそうに召し上がられました。

今年も入所者様にとって良い年でありますように！

（豊浜町大浜）

デイケア大浜では、老健と同様に新年の挨拶をして着物

姿の職員よりお屠蘇が振る舞われました。

午後からは、大浦の日高庄八幡宮に初詣に出掛け、今年

も健康で一年を過ごせるようお祈りしました。

グループホーム大浜 （豊浜町大浜）

グループホーム大浜では、「新年あけましておめでとうございます」と挨拶

の後、皆様にお屠蘇を振る舞いました。

元旦の昼食は、ちらし寿司、はもの湯ぶき、お雑煮など召し上がられました。

午後からは船津神社に初詣に出掛け、おみくじをひいたり、手を清め今年

も健康で過ごせるようにお祈りしました。
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・陶芸教室
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田口・高屋教室
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・お茶会
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・おやつ作り

・創作活動

＊今月から行事は
ユニットの特性を生

かし、各ユニットで

行います。

・互礼会（１日）

・初詣（成寿神社）（２日）

・七草粥（７日）

・鏡開き（１１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！！

長ネギ

寒さと共に甘みが増してくる長ネギは、冬が旬の野菜です。

長ネギの白い部分には、アリシンという成分が多く含まれて

います。アリシンは、疲労物質である乳酸を分解する働きも

あるので、ビタミンＢ１を多く含む豚肉や玄米と一緒に食べる

ことにより、疲労回復の効果が高まります。

加熱により甘みが増すので、焼いたり煮たりして食べるのも

美味しいですが、アリシンは熱に弱いという性質もあるので、

小口切りや千切りにして薬味として食べるのもおすすめです。
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・ミュージックベル（８日）
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・新年会
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プルタブ回収とバザーへの御協力の御礼

職員代表 先岡

デイサービスセンター小江

　　オカリナ演奏

　皆さんオカリナの演奏に合わせ体操をされたり

　心地良い音色に耳をすまして聴かれておられました。

デイサービスセンター高屋では恒例行事の一つカラオケボラン
ティアの方々が来園されました！
今回は、クリスマスバージョンで盛り上げて下さいました！本当
に今年はお世話になりました。また、来年をよろしくお願いいたし
ます！

デイサービスセンター高屋 （高屋町大畠）

（広中迫町）

書道教室を開催。
今回のテーマは新年の言葉。
お手本を見ながら皆様真剣な表情
で筆を動かされていました。

老人保健施設成寿園

迎
春

（広成寿園）

今年も後わずかになりました。１年間色

んな事がありました。

来年も皆で楽しく、助け合い、元気で１年

頑張ります。

生活支援ハウス （豊島町豊島）

職員を代表して先岡よりお礼の挨拶をさせて頂きます。
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車椅子は特養、老健、デイケア、デイサービスで大切に使わせていただいています。

これからも御協力の程よろしくお願いいたします。
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