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「ふるさとで働き、
ふるさとで暮らす」

先日は、「第 回ふるさと夏
祭り」を開催いたしましたとこ
ろ、多くのご来賓、ご家族様、
地域の皆様にお越しいただきま
して誠にありがとうございまし
た。お陰様で、心配していた台
風の影響もなく、利用者の皆様
もご家族と一緒に真夏の夜の宴
を楽しんでいただくことができ
ました。皆様のご協力とご 支援
に改めて感謝申しあげます。
さて、本紙でもご案内のよう
に、この度介護・福祉の仕事を
紹 介 す るＤ Ｖ Ｄ を 制 作 い た し ま
した。高齢化社会にとってなく
てはならない存在が介護・福祉
の仕事。そして、その従事者が
将来の地域社会を支える大切な
担い手なのです。このＤＶＤ
が、一人でも多くの方に介護福
祉の仕事の尊さや、やりがいを
伝えてくれることを願っています。
そう思っていた矢先、介護の
仕事を伝えるお手伝いができれ
ば と い うＮ Ｂ Ｃ 長 崎 放 送 局 様 の
ご協力により、テレビ放送が決
定しました。8月 日（土）夕方
4時よりＮＢＣ 長崎放送にて
放映されます。是非ご覧くだ
さい！
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職員家族によるボランティア
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第 4 0回 ふるさと夏祭り
～ 残 暑お見 舞い申し 上 げます～

地元ユニット“ＮＹＳＳ（ナイス）

職員家族による余興

職員余興

特別養護老人ホーム ふるさと

父の日・母の日
父の日、母の日に日頃の感謝の気持ちをこめて、
花束とプレゼントを渡しました。
「きれいな花やね」と喜んでくださり、たくさん
の笑顔であふれる日となりました。
いつもありがとうございます。いつまでもお元気
でお過ごしくださいね。

笑いヨガ
「ながさき笑いヨガ倶楽部」代表 岩本千恵子先生に講師を依頼し、5月20日㈬に法人全体での
講座、21日、22日に笑いヨガのリーダー養成講座を開きました。リーダー養成講座を受講した
職員に感想を聞くと「初めは『笑うことって、難しい』と感じましたが、講座を終える頃には
『笑うっていいな。楽しいな』と思えるようになりました」と話していました。
各事業所でも実践し、笑顔があふれる「ふるさと」にしたいと思います。

輪投げ大会

6月 日㈬ 全事業
所対抗の輪投げ大会
を開催しました。各
チーム一丸となり、
得点を重ねた際には皆様
と一緒に喜び、熱気に包
まれた大会となりまし
た。今年の優勝は、秋フ
ロアでした。
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7月にそうめん流し会をしまし
た。みなさん流れてくるそうめん
を上手にすくって食べられました。
また、会の前には笑いヨガを実
施し笑いの多い１ 日となり、大変
盛り上がりました。

集合写真

笑いヨガ ＆そ う めん 流 し

グループホーム ふるさと

笑いヨガの様子
買い物

SC・GH合同 輪投げ大会

散歩
ドライブ

併設しているサポートセンターにて
開催されました。法人輪投げ大会に向
けてみなさん楽しく練習や応援をされ
ていました。久しぶりの再会もあり、
とても楽しまれていました。

日常生活

野菜の収穫が
楽しみです

みんなで
出かけるのは
たのしかね～

第2グループホーム ふるさと

瀬川保育園
七夕交流会

7月4日（土）に、瀬川保育園と七夕交流会を行いました。
園児のみなさんと一緒に七夕の飾りつけをされ、その後、
園児のみなさんに、
「きらきら星」
「幸せなら手をたたこう」の
歌を披露して頂き、利用者の皆様も大変喜ばれておりました。

父の日 茶 話 会

5月 日（日）に母の日茶話会を行いました。日頃の感謝の
気持ちを込めて、スタッフから女性利用者様へ手作りカード
を手渡しました。「ありがとうね〜」と言われ、笑顔がみら
れ、楽しいひと時を過ごされておりました。

母の日茶話会
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6月21日（日）に父の日茶話会を行いました。男
性利用者様4名でしたが、女性利用者様からプレ
ゼントを手渡して頂きました。「ありがとう」と
言われ、喜ばれておりました。
本当にいつもありがとうございます。
竹の子の皮むき
輪投げ大会予行練習

笑いヨガ

日常生活

おはぎ作り

シニアライフサポートセンター

カラオ ケドライ ブ

読書が好きな利用者が
多く、もっと本が読みたい
との希望があり、西海町の
図書館を利用することにな
りました。本を選ぶ皆様の
表情は真剣そのもの！返却
時には前回以上に本を借
りられていました。
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オ ー プン ホ ー ム

図書館通い
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5月 日（日）NHKのど自慢で西海市が盛り
上 が っ た 日 、 西 彼 町 の 「 歌 姫 」 に て も う ひと
つののど自慢が披露されていました。皆様マイク
を持つと表情が変わり、こちらの会場も大いに
盛り上がりました。自分は歌わないで、聞くだけ
だと言っておられた利
用 者 様 も 「面白かった
よ。」と話され、楽しい
時間を過ごしました。

5月22日（金）ガーデ
ンランチを開催しまし
た。おにぎりやサンドイ
ッチ、から揚げやサラ
ダなど、数多くのメニュ
ーの中から自分が食べ
たいものを選び、お外
で昼食を頂きました。こ
の日は天気も良く、木陰でのランチはとても美味しく、気
持ちよかったです。ふるさとキッズの子供たちも参加し、
皆様とても楽しんでいました。

小規模多機能ホーム（通い）の様子
7月 日（水）オープンホームを開催
しました。地域の福祉関係者の皆様を
ご招待し、小規模多機能ホームとはど
ういったものか、実際に見て頂きまし
た。昼食会では、
「皆でうまかもん
食べよう会」を開
催し、普段利用者
が頂いている食事
を食べて頂きまし
た。これからも同
様の会を開催し、
少しずつでも小規
模多機能ホームの
理解を深めてほし
いです。

ガーデンランチ

ケア付き住宅での暮らし

梅干し作り
今年も施設裏の梅の
木にたくさんの実がなっ
ていました。利用者と一
緒に梅もぎりをして、集
めた梅を丁寧に加工し
て梅干しを作りました。
塩の量などの味の調整
も手慣れたもので、皆さ
んで作り上げた梅干しを
食べるのがとても楽しみ
です。

平成26年度財務諸表の情報開示のお知らせ

「介護記録」について
当法人では、利用者様の日々の様子をパソコンの記録
ソフトを使用して記録しております。その際、利用者様の
見守りを行いながら、iPadなどのモバイル端末を使って
記録を入力している様子が、勤務中にスマートフォンを扱
っているように見えることがあるかもしれません。事情
お察し頂き、ご理解のほどお願いいたします。

「ふるさとの仕事」DVD完成！
これからの超高齢社会を支える上で大
変重要な仕事のひとつが介護福祉の仕事
です。そんな知っているようで知らない
介護の現場を紹介するDVDを当法人で制
作しました。入社数か月の新人職員から
ベテランまで、介護の仕事を通して成長
する姿を、施設の様子と併せて紹介しています。是非
一度ご視聴ください。
※ご家族でご希望の方には無料で頒布いたします。また、当法人の
ホームページ上でもご覧いただくことができます。
社会福祉法人ふるさと

検索

URL：http://furusato-saikai.jp

TV放映決定
番 組 名：「ふるさとで働き ふるさとで暮らす」
～社会福祉法人 ふるさとの仕事～
放映日時：8月22日
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お知らせ

編集後記

今年の夏祭りは台風が心配されましたが、快晴
で夏祭り日和となりました。また、西海郵便局様
をはじめ、職員家族のボランティアの皆様のおか
げで無事に開催する事ができました。地域の皆
様、ご家族の皆様に多数ご来場頂き、ありがとう
ございました。

ふるさとだより

NBC放送

午後４時～

アンサンブル・ダンツィ・大 阪 演 奏会

6月23日（火）にアンサンブル・ダンツィ大阪様が来所され、美しい
木管五重奏による演奏を披露して下さいました。
特養利用者様である辻カネ様の息子様がメンバーのお一人で、
今回の演奏会が実現しました。ありがとうございました。

家族会、敬老演芸会のお知らせ
下記日程にて、家族会総会ならびに敬老演芸
会を開催致します。ぜひご参加下さい。
特別養護老人ホームふるさと
グループホームふるさと
第2グループホームふるさと
ふるさとシニアライフサポートセンター

〒851-3502
〒851-3502
〒851-3504
〒851-3502

日時：9月21日（祝）
場所：特別養護老人ホームふるさと

長崎県西海市西海町川内郷1484番地
長崎県西海市西海町川内郷1680番地
長崎県西海市西海町木場郷1445番地
長崎県西海市西海町川内郷1608番地

TEL
TEL
TEL
TEL

0959-32-0785・FAX
0959-32-2323・FAX
0959-32-2266・FAX
0959-32-2630・FAX

0959-32-2031
0959-32-2333
0959-32-2267
0959-32-2631

○広報誌へのご利用者の写真・個人情報に関しては、ご本人様またはご家族様の同意に基づき掲載を行っています。また、個人情報の取り扱いについては個人情報保護規定の下、厳正な管理を行っております。
○電力需給ひっ迫の折、節電を実施しております。ご理解ご協力をお願い致します。

