
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

春が来たぞ～～～～～！（節分の豆まきからのワンショット）

ファイブスター通信ファイブスター通信ファイブスター通信
平成２５年度春号

社会福祉法人いつつ星会

　いつつ星会では、フレッシュな３名の新卒者が入社し４月１日に入社式を行いました。不安と期待に

胸を膨らませ、どのような気持ちで理事長から辞令を受けたことでしょうか。「よし頑張るぞ！」ある

いは「大丈夫かなあ～」様々な想いはあるでしょう。「初心忘るべからず」とよく言いますが、新卒者

にとっては、一生の中で最初で最後になるわけです。そのような想いや雰囲気に触れるたびに、その初

心の心に埃がかぶってはいないか、新人のまぶしい輝きに照らされ自問自答いたしました。どうか、こ

の初心を大切に大きく育つことを願うばかりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（常務理事　中田勇司）

わくわくコラム 新年度のスタート！

春号の
ベスト

ショット！



養護老人ホーム　紅梅荘

－２－

２月はすし屋台、
３月はラーメン屋台が行
われました。皆さん、お
かわりをしながら、美味
しいおすしやラーメンをお腹
いっぱい召し上がりました。

すし屋台＆
　ラーメン屋台
すし屋台＆
　ラーメン屋台

大きなお口でガブリッ!!

「いただきまーすっ！！」「どれから食べようかな･･･。」

「鬼は～外！！福は～内☆！！！」

「鬼さんと一緒にハイ、チーズッ★」

節
分

水
木
団
子
作
り１月10日にはみんなで水木団子を

作りました。みんなで
３色の団子を飾り付け、
とってもきれいにでき
あがりました。



特別養護老人ホーム わくわく荘

－３－

節分
赤鬼と青鬼の登場に、皆様
驚いていましたが、豆を思
いっきり投げ、厄を追い払
っていました。お客様より
「今年も良い
一年になれば
いいです
ね」との
声もありました。

待ちに待っていた寿司
屋台。皆様お寿司が大
好きで、たくさんおか
わりしていました。
大満足の様子でした。

娘さんと一緒に、
誕生会でのワンショット！

福岡高校音楽部の歌声に涙を
流し感動されていました。
サプライズで100歳を超えた
お客様にハッピーバースデー
を歌ってくださいました。
「ありがとう」と大変喜ばれ
ていました。

福岡高等学校
音楽部来荘
福岡高等学校
音楽部来荘

寿司屋台

満103歳
おめでとう
ございます

満103歳
おめでとう
ございます



特別養護老人ホーム  白梅荘

皆さん、雛祭りの
　飾りを見て「綺
　　麗だ」と和ん
　　でいました。

雛祭り

－４－

３月８日に喫茶梅ちゃんが行われ
ました。ホットケーキ・ナポリタ
ン・焼そば・たこ焼きを作って、
皆さん美味しく召し上がっていま
　　した。

鬼は外！
　福は内！
豆をまいた後は、
鬼と写真を撮ったり、
豆を食べたりしました。

うまい!!

節分



デイサービスセンター  おからぎ

グループホーム  おからぎ

力強くこねて頂き、カラフルなだんごができました。
利用者様や子供さんたちから思い思いのオリジナル
作品を作っていただき、華やかなミズキになり、一
同歓声をあげ拍手～！！あまりにも美味しそうな団
子なので、つい、ついまんで食べた方も・・・？

おからぎでは、堀野町内会の子供さんたちと一緒に
小正月のミズキ団子作りを体験しました。

－５－

ミズキ団子作り

新春書初め
今年の干支、「巳」を書いて
いただきました。

一針、一針、丁寧に縫って
いました。さすがです!!!

雛飾りづくり雛飾りづくり



いつつ星会居宅介護支援事業所

－６－

　今回は、95歳で一人暮らしされているＦ様をご紹介させていただき
ます。姪の方の協力を得ながら、生活されています。元気な姿に勇気
づけられます。見習いたいですね。　（担当：竹田）

☎２３－００１８　お気軽にお電話下さい！

お問い合わせ いつつ星会訪問介護事業所
０１９５ー２３ー８９８７（担当：春日川）

こんにちは。ヘルパーです！
ヘルパーと一緒に
買い物に来ました。

少し見て
行きましょうか？

いい味だよ。
ヘルパーさんも
食べでって…

家の近くにあさつきが
出てたので採って来ました。
何を作って食べよう

かなぁ。

姪が心配
して来てくれます。
いつもありが
とう!!

95歳とは
思えないほど
元気です。
私の方が負け
そう…

いつも笑顔で
迎えて下さいます。



新採用職員の紹介

４月からいつつ星会の仲間となったフレッシュな顔ぶれをご紹介します。
皆様よろしくお願い致します。

①趣味は？　②自分を動物に例えると？　③抱負をひとこと！

－７－

特別養護老人ホーム
　　わくわく荘 介護士
　　　①ドライブ
　　　②コアラ
　　　③とにかく何事にも
　　　全力で取り組みます

養護老人ホーム
　　紅梅荘 介護士
　　　①ＤＶＤ鑑賞！
　　　②犬？かな！
　　　③早く仕事に慣れた
　　　　いです。

　　理学療法士
　　　①ドライブ
　　　②目の下は“パンダ
　　　　化”しております。
　　　③全力で頑張ります！！

特別養護老人ホーム
　　白梅荘 介護士
　　①釣りです。海と川、
　　　どちらもします。
　　②とてもマイペースなの
　　　で猫ですね。
　　③早く仕事を覚えて、
事故などを絶対に起こさ
ないようにしたいです。

【新人研修の様子】【新人研修の様子】

①趣味
②自分を動物に例えると？
③抱負を一言

①趣味
②自分を動物に例えると？
③抱負を一言

皆様、よろしくお願い致します皆様、よろしくお願い致します

荒 川　　翔

桐 明  知 里

中 渡  健 人

北 村  美 樹

★講　師　竹内孝仁氏【国際医療福祉大学大学院教授】

★日　時　６月23日（日）13時30分～

★場　所　二戸パークホテル

★演　題　「21世紀の特養ホーム」

★参　加　参加は無料ですが、事前に法人本部まで申し込みが必要となり

　　　　　ます。

★申込先　いつつ星会法人本部　0195－23－8989【担当：小野･工藤】

★内　容　白梅荘、わくわく荘は竹内先生のご指導を受け、オムツはずしの取組をはじめ、日中
　　　　おむつゼロを達成しました。オムツゼロというのは、全くおむつを使わないということ
　　　　ではなく、排便はトイレでするということです。わかりやすく言うと排便を寝たままの
　　　　状態で紙おむつにしないということです。オムツに排便をすることでの不快、皮膚のト
　　　　ラブルなど、この状態が続くことで寝たきりが進んでいくことがあります。竹内理論は、
　　　　下剤を使用せず自然な排便が促がされるよう、必要な水分を取り、歩行を行い、栄養を
　　　　確保し、日中はできるだけリビングで生活できるよう支援します。そのことで生活リズ
　　　　ムが安定し夜間はぐっすりと眠れるようになっていきます。そして寝たきりだった方で
　　　　も奇跡的に回復されるケースまであるのです。このような取り組みをしている白梅荘と
　　　　わくわく荘の一端を、先生のご講演と共にご紹介させていただきます。
　　　　　オープンな講演会といたしますので聴講されたい方はお気軽にお申し込みください。

社会福祉法人いつつ星会10周年記念講演会



・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　
　　　電話  0195-23-8989　Fax  0195-23-8999
・いつつ星会訪問介護事業所
　　　電話  0195-23-8987　Fax  0195-23-8981
・いつつ星会居宅介護支援事業所
　　　電話  0195-23-0018　Fax  0195-23-8981
・いつつ星会デイサービスセンターおからぎ
　　　電話  0195-22-4139　Fax  0195-22-5139
・グループホームおからぎ
　　　電話  0195-43-3035　Fax  0195-43-3036
・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
　　　電話  0195-23-8070　Fax  0195-23-8065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

法人からのお知らせ版

ご寄付・ボランティア

「苦情・相談」 窓口について

紅梅荘・わくわく荘・白梅荘・おからぎ（平成 25年１月～３月）
【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
　水梨一座様（歌と踊り）
　福岡高等学校音楽部様
　堀野町内会東側子ども会様  
　大道芸人 岩上敏一様

【ご寄付】
　阿部興子様（マージャンパイ・将棋セット）
　菅野岑子様ほか（干支のちぎり絵）　
　　
【ご遺族様より】
　中田一二様（一万円・肌着）　
　田中節子様（花の苗）

　各施設、事業所に関する苦情、要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

　第三者委員としてご尽力いただきました、新田花代様と矢野勝二様がご勇退されます。
　両名には毎月の”よろず相談”をはじめ、法人設立当初よりご助言、ご指導賜りました。
永年のご功労に感謝申し上げます。
　尚、後任は、千葉リツ様が引き継いでくださいます。

水梨一座
様水梨一座
様

　二戸消防署より講師を招き、
救急救命講習を受講しました。
万が一に備え手順を再確認！！

千葉リツ様

第三者委員 退任及び後任者のお知らせ第三者委員 退任及び後任者のお知らせ

職 員 研 修

　施設運営当初より、運転手として勤務しておりました、西山栄一が3月末をもちまして退職いたしました。
これまでの皆様のご厚情に感謝申し上げます。

おつかれさまでしたおつかれさまでした


