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社会福祉法人いつつ星会

いつつ星会は最善の福祉サービスの実現を目指します。

私たちは、ともに歌い、ともに踊り、ともに泣き、ともに笑い、ともに愛し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともに生きることを最高の喜びとします。

社会福祉法人いつつ星会経営理念

平成二十九年　年頭のご挨拶
　日本の超高齢社会はいよいよ本格的にその時代の中に入ってきているように感じま

す。首都圏はこれからですが、地方は既に待機者は減少し、中には空きのある施設も

あると聞きます。これまでは入所できるだけでありがたいという感覚から、自分の家族を

入れるならできるだけ評判の良い施設へと変わりつつあります。当法人は「五つ星の

介護」を目標にしておりますが、市民の皆様より五つ星と認めていただけるようになる

まで、今後とも自立支援介護、認知症改善介護により一層力を入れてまいります。

本年もよろしくお願いいたします。
社会福祉法人　いつつ星会　　

理事長　中　田　專　市　

「新任の山二です。誕生日おめでとうございます！」
やま に

新春号の

ベスト

ショット！



養護老人ホーム　紅梅荘

－２－

康楽館へバスハイク

ハッピーハロウィン～かぼちゃを楽しみながら彫りました。
お菓子くれなきゃイタズラしちゃうぞ～

稲刈りへ参加しました。慣れた手つきで
刈ることができました。
今年のお米もおいしくいただく事ができます。

ある日の紅梅荘

11月14日、新毛スミ子様が100歳を迎えられました。
お孫さんもお祝いに
来て下さり、ご本人も
涙を流し喜ばれて
いました。



特別養護老人ホーム わくわく荘

－３－

祝！白寿！

看護主任の二胡の
演奏でお祝いです。

蕎麦打ち



特別養護老人ホーム  白梅荘

－４－

パーティーは出来な
かったけれど、サンタク
ロースは来てくれたみ
たいですよ。

クリスマスクリスマス
白梅荘では風邪の大流行により、楽しみにしていたク
リスマス会が残念ながら中止となってしまいました。そ
れでも皆さんは綺麗に飾られたツリーの前で、とても
素敵な笑顔です。

クリスマスプレゼント

さようなら2016年。
2017年はきっと良い
年になることでしょう。



－５－

デイサービスセンター  おからぎ

製作物
　赤富士
今年はロールピクチャー
で赤富士を製作しまし
た。利用者様にご協力い
ただき、立派な作品に仕
上がりました。

これあったけ～な～！
ありがとう♪

松の丸幼稚園
の皆さんの踊り
を見たり、交流
したりしました。

利用者様を代表
して、挨拶して頂
きました。

地域密着型特別養護老人ホーム 白梅の森

中身はなにか
気になりますね

クリスマス忘年会
生クリーム
絞るのは
難しいな～

12月15日にクリスマス忘年会を
開催しました。ご家族様、職員と
一緒にケーキを作りました。美
味しいケーキに大満足されてお
られました。



－６－

グループホーム  おからぎ

トランプでババ抜
きです。ババカード
を引くと思わず苦
笑いでした。

３時のおやつを作ります。

自分の部屋は
念入りに。

クリスマスプレゼント
　早く見たいけれど・・・

まずは、
　はいポーズ！

プレゼントの中は？
笑顔、笑顔、笑顔でした。

お問い合わせ

ヘルパーサービスのご相談は下記まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

いつつ星会訪問介護事業所
０１９５ｰ２３ｰ８９８７（担当：大沼・下堀）

おからぎにも来ました。サンタさん！

一緒に
干しましょうか？

週３日くらいの勤務から、
パート、フルタイムまで要相
談。詳細はハローワーク又
はいつつ星会のホームペー
ジにてご確認ください。アド
レスは最終ページに記載し
ています。

とても素敵な
笑顔です。
憧れます。

新聞は、時間を掛けて
隅 ま々で読まれます。

毎日読んで
います（^-^）

ヘルパー募集中！！



①食べ歩き
②よく食べるのでゴリラと言われます
③利用者さんに「おいしかった」
　と言ってもらえるような仕事を
　していけたらと思います。

丸子　美和
①今は無。ゆとりができたら絵描。
②孫がサルだといっています。
③健康な体でいて、同年代の
　入所者の方 と々共に励まし
　合って過ごしていきたい。

泉山　和子

①スポーツ観戦・編み物
②さる
③皆が統一した仕事ができる
　よう、指導できるようにしたい。

坂本セイ子
①演劇や映画などを鑑賞すること
②かめ
③利用者の方々においしい
　お食事を出せるように頑張り
　ます。

佐藤　幸子

①車に乗って音楽を聴くこと。
②犬
③何事もみんなと話合いをして
　決めて仕事をしたいと思って
　います。

佐藤ユリ子
①ビーズ小物作り
②うさぎ
③仕事にも真心をこめて。今年
　は自分の時間を持ち、何かに
　チャレンジしてみたいです。

福原　聖子

①釣り
②うさぎ
③早く仕事を覚えて頑張りたい
　と思います。よろしくお願いし
　ます。

奥谷　康成
①カラオケ、レトロ玩具集め、
　80年代洋楽ロックのCD集め
②ナマケモノ
③料理の分野は初めてですが、自分がどこまで
　やれるか試し、頑張っていきたいと思います。

土岐　裕章（どき ひろのり）

①趣味　②自分を動物に例えると？　③抱負をひとこと

４月より法人直営となった、いつつ星会の厨房スタッフを
ご紹介します。

－７－

今回は、Ｏ様をご紹介させていただきます。
Ｏ様は、以前のように外をあるけるようになりたいと、デイサービスで歩く練習をされています。

いつつ星会居宅介護支援事業所

介護保険のことは、なんでもお気軽にケアマネジャーにご相談下さい。  ☎２３－００１８

家では、娘に
買ってもらった椅子に
座って過ごしています。

座り心地が
良いです。

デイサービスでは杖を
使って歩く練習をしています。
職員の方々は良い人
ばかりです。



法人からのお知らせ版
ご寄付・ボランティア

紅梅荘・わくわく荘・白梅荘・白梅の森・おからぎ（平成28年10月～12月）
【ご遺族様より】
　三上久美子 様（５万円）

【ボランティア】
　わくわく倶楽部 様（散髪介助）　
　囲碁、将棋の会 様　
　健康マージャン愛好会 様
　佐藤アイ 様
　認定こども園ともいき 様
　松の丸幼稚園 様
　二戸西小学校 様
　扇田敏志 様 ご夫妻（そば打ち）
　三崎勝則 様 ご夫妻（そば打ち）

平成２８年度二戸地区認知症あんしん生活実践塾 ～報告～

〒028-6106 岩手県二戸市仁左平字横手6番地1号
電話:0195-23-8989  FAX:0195-23-8999

〒028-6105 岩手県二戸市堀野字大畑1番地1号
電話:0195-23-8070  FAX:0195-23-8065

電話:0195-43-3035  FAX:0195-43-3036

電話:0195-22-4139  FAX:0195-22-5139

電話:0195-23-8987  FAX:0195-23-8981

電話:0195-23-0018  FAX:0195-23-8981ホームページアドレス：http://www.itutuboshi.com

社会福祉法人　いつつ星会

養 護 老 人 ホ ー ム 紅 梅 荘
特別養護老人ホームわくわく荘
わくわく荘ショートステイサービス

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 白 梅 荘
白梅荘ショートステイサービス
地域密着型特別養護老人ホーム白梅の森

グ ル ー プ ホ ー ム お か ら ぎ

いつつ星会デイサービスセンターおからぎ

い つ つ 星 会 訪 問 介 護 事 業 所

いつつ星会居宅介護支援事業所

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦

◦

◦

◦

　当法人が社会貢献事業の取り組みとして実施している「認知症あんしん生活実践塾」が、今年度は12月

8日で終了致しました。前年度同様、第1回、第6回最終回には国際医療福祉大学大学院の竹内孝仁教授を

お招きし、充実した塾を開催する事が出来ました。結果として、認知症状の消失が全体の7割（消失53％、8

～9割改善が17％）という事で、全体的に症状を軽減する事が出来ました。一方3割の症状についてはなか

なか改善が難しい事があり、課題も残す内容となりましたので、今後改善につなげていけるよう取り組み

たいと思います。

　さて、来年度のお知らせです。現在全国20カ所にて、同様のあんしん塾が開催されており、その成果報告

会として、今年の8月、盛岡にて認知症あんしん生活実践塾の全国大会が開催する事が決まりました。どな

たでも参加可能となっておりますので、ご希望がございましたら、お気軽に職員まで声を掛けて頂けたらと

思います。また、参加が難しい方にも広報等で情報発信していきたいと考えております。

（※認知症あんしん生活実践塾とは…）

　認知症の方を介護しているご家族様が、毎

月１回（全６回）認知症の方の≪体調を整え

るケア≫と≪平穏な心理を保つケア≫を学

び、また宿題を通して実践し、認知症の重度

化予防を目指すものです。

お問合せ先：デイサービスセンターおからぎ

☎（０１９５）２２－４１３９ 　担当：小保内


