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地方創生大臣 北村誠吾様祝辞

敬老

職員家族による祝舞「春雨」
職員による寸劇「水戸黄門」

3B体操「恋はシュミシュミ」

ふるさと
夏祭り

理事長

北島 淳朗

社会福祉法人 ふるさと

9月の敬老会では、多くの皆
様にご臨席いただきありがとう
ございました。
さて、前号に引き続き「妻の
トリセツ」の著者、黒川伊保子
氏の話題から。男性と女性、見
た目も造りも違うけど、基本は
同じ人間。違いなんて個性の程
度しかないよ、と考えられてい
ませんか？ 人工知能研究の第一
人者である黒川さんによると、
どうもそうではないらしい。
一言で言うと、男脳は「問題解
決型の脳」で、女脳は「共感型
の脳」ということだそうです。
例えば、奥さんが「今日職場で
ね〜・・・」と愚痴ったとし
て、ご主人はそれに「つまり、
こういうことだろう！」と返し
ていませんか？ 奥さんにしてみ
れ ば、
「わかるよ。大変だった
ね」と共感するだけで十分。頼
んでもいない要約や解決策の提
示は余計なストレスを増やすだ
けにしかならない、というわけ
です。
男性と女性、
「雪と墨」とはよ
く言ったもので、お互いの違い
を理解し合いながら円満な家庭
生活を送りたいですね。かくい
う私も、こんな原稿を書いてい
ると妻から「そんなもの読んで
るの！」と言われそうです
が・・・。

「男脳と女脳」

職員によるダンス「どうにもとまらない」

大地あきお歌謡ショー

特別養護老人ホーム ふるさと

今年も夏フロアで
「仏具磨き」「まん
じゅう作り」「お迎え
の飾り作り」のお盆準
備を行いました。お盆
の三日間は毎日利用者
様と一緒にお唱えをし
て精霊様をお迎えして
います。

訓練室前にハイビス
カスが咲いています。
花は朝開花し、夜には
しぼんでしまいます
が、秋ごろまで新しい
花が咲き続けます。

ふるさと花暦（ハイビスカス）
お盆準備

歌謡ショー
7月 日㈬、西海市西彼町出身の
演歌歌手、大地あきお様による歌謡
ショーがありました。普段聴けない
プロの歌手の歌声に会場は大盛況で
した。終了後は利用者の皆様、口を
揃えて「良かったね」「うまかった
ね」とおっしゃっていました。
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三菱労組ボランティア

6月29日㈯、三菱重工労組長船
支部の皆様が清掃ボランティア
に来所されました。利用者の皆
様とコミュニケーションをとり
ながら車椅子や施設をきれいに
して頂きました。毎回のご訪問
ありがとうございます。

グループホーム ふるさと
こざくら学園夏祭り も多く見えられていて、懐かしくお話が出来たようです。

8月3日㈯、こざくら学園夏祭りに参加しました。地域の方

敬 老の日 祝 電

各方面の方から多くの祝電
を頂きました。ありがとうご
ざいました。

カキ氷
パーティー

100歳のお祝い

9月16日㈪のふるさと敬老演芸会では
GH職員も劇や踊りに出演しました。

7月4日㈭に田川定男様の百歳のお
祝いに杉澤市長が来所され、お祝いの
言葉と花束を頂きました。ご家族もお
祝いに駆けつけられ、ご本人は「ます
ます元気に頑張ります」とお礼の言葉
を述べられました。
田川様百歳のご長寿おめでとうござ
います。

敬老演芸会

8月29日㈭、カキ氷を皆さ
んで作りました。イチゴやメ
ロンの味付けがあり、「冷た
かぁー！」「甘かねぇ～」と
笑顔で言われておりました。

第2グループホーム ふるさと
瀬 川 保 育 園 との
七夕交流会

７ 月４日㈭、園 児 た ち と 一 緒
に願いを込めて飾り付けをしま
した。子どもたちの笑顔に自然
と利用者様も笑顔になり、とて
も楽しいひと時を過ごす事がで
きました。

9月 日㈮、デッキに出て、
お月見団子を食べながら中秋の
名 月 を 堪 能 。「 花 よ り 団 子 」 な
らぬ「月より団子」のひと時で
した。

お月見

瀬川保育園 夏祭り
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8 月 3 日 ㈯、浴衣を身にまとったかわいらしい
園児たちの歌や盆踊りに元気をもらい、夏の暑さ
も吹き飛びました。

お盆 お墓参り

□月□日□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

松田ノブ様 米寿のお祝い

8月16日㈮、ご先祖様を敬い、感謝の気持ちを込
めてお墓参りをしてきました。お墓参りをすること
で、お盆が来たということを実感できたようです。

9月20日㈮、9月生
まれの誕生会で、9月
11日に88歳を迎えられ
た松田様の米寿のお祝
いをしました。
黄色のちゃんちゃん
こを身にまとい、嬉し
そうな笑顔が見られて
いました。

敬老の日プレゼント贈呈

9月16日㈪、ふるさと敬老会を終え、日頃の感謝の気持ち
を込めて、家族会より、座布団のプレゼントを贈らせていた
だきました。

ふるさとシニアライフサポートセンター
一魚一会ランチ

お天気が続いた 6 月、2 班に分かれて西海橋近くのレストラン“一魚一会”へ昼食を食べに出かけました。
メニューを選んで、
「こんなに食べられるかな？」と言いながらも、皆さん殆ど完食されました。

特大スイカの重量当て
７月、特大スイカを頂き、皆さんで重量当てク
イズを行いました。１位の方は、15.9㎏と予想さ
れ
（正解は15.3㎏！）かなり惜しい数字でした。冷や
して切ってみたら、食べごろのあま～いスイカ！
皆さんで美味しく頂きました。

日常生活

オープンホーム

▶ まんじゅう作り

（３世代交流会）

8月11日㈰、オープンホームとして３世代
交流会を行いました。皆さんにとっては、
孫世代のママさん＆その子供達と、一緒に
クリームあんみつを作ったり、缶積みなど
のレクリェーションをして楽しみ、若さと
元気を頂きました。

▶ ぼた餅作り

9月は敬老月間、フロアには皆様に届
いた祝電やお花を飾り、家族会からのプ
レゼントがそれぞれに渡されました。
9月16日の敬老の日、敬老会を楽しま
れた後は、厨房スタッフが腕によりをか
けて作った豪華なお弁当を皆さんで頂き
ました。これからも増々お元気で楽しく
お過ごしください。

敬老の日

平成30年度 計算書類の情報開示のお知らせ

家族会総会

9月16日
（月・祝）に令和元
年度家族会総会が行われま
した。上半期の事業報告、
会計報告が全会一致で承認
されました。また、家族会
から利用者様全員に敬老プ
レゼントが贈られました。

敬老演芸会

職員家族による「パプリカ」

9月16日
（月・祝）、4施設
合同の敬老演芸会を開催
しました。職員の子供た
ちも参加し、可愛い踊り
に皆さん喜ばれておりま
した。

「一円玉の旅がらす」

ふるさとフォトコンテスト
ナイス様

法人全体でフォトコンテス
トを実施しました。利用者
様、ご家族様、職員の協力
を得、投票の結果、見事サ
ポートセンターの写真が１
位になり、県の老人福祉施
設協議会へ応募しました。

夏 祭り
西海中の皆様

今年も7月27日㈯に恒例のふるさと夏祭
りが開催されました。多くの方々にご参
加頂き盛会に終えることが出来ました。
また、地元バンドのナイス様、西海郵
便局様、地元中学生の皆さんのボランテ
ィアもご参加頂き、ありがとうございま
した。

行事のお知らせ

編集後記
日増しに日の入りが早くなり、秋の季節となり
ました。今年も残り2ヶ月となり早いものです。
季節の変わり目で利用者の皆様が体調を崩され
ないように、スタッフ一同も体調管理をしっかり
行っていきたいと思っております。

ふるさとだより
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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

西海郵便局の皆様

新年祝賀会を下記日程にて各事業所で
開催致します。ぜひお寄りください。
日時：2020年1月1日（水・元日）
場所：ふるさと各事業所

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

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。

