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第2グループホームホールにて
今年も無病息災で過ごしましょう

理事長

北島 淳朗

社会福祉法人 ふるさと

明けましておめでとうござい
ます。謹んで新年のお喜びを申
し上げます。
令和となって初めてのお正月
を迎えました。今年はどんな年
になるでしょう。昨年も押し迫
ってからのこと、長年パキスタ
ンやアフガニスタンで医療活動
やかんがい事業を行ってこられ
たペシャワール会の中村哲医師
が銃弾に倒れた事件は、大きな
衝撃をもって伝えられました。
その中村先生が座右の銘とされ
ていた言葉が「一隅を照らす」
という言葉だったとのことで
す。もともと天台宗の開祖、最
澄の言葉で、
「一人ひとりが自分
のいる場所で、自らが光となり
周りを照らしていくことこそ、
私たちの本来の役目であり、そ
れが積み重なることで世の中が
つくられる」という意味がある
そうです。
光の届きにくい片隅を照らす
とは、まさに福祉の精神そのも
の。福祉に携わるものとして
「一隅を照らす」という言葉を
胸に今年も精進したいと思いま
す。皆様にとって輝かしい年に
なりますよう心よりお祈り申し
上げます。

「一隅を照らす」

サポートセンター玄関前にて

新年会は職員出し物で賑わいました

理事長新年挨拶
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新 年 祝 賀 会

グループホーム玄関にて

特別養護老人ホーム ふるさと
リリレフア大島訪問

11月20日㈬、西海市を中心に活動されている「リリレフア大島」の
皆様が素敵なフラダンスを披露してくださいました。利用者様も
一緒に手を動かして踊ったり手拍子したり楽しまれていました。
「リリレフア大島」の皆様、本当にありがとうございました。

三菱労組ボランティア

ふるさと花暦（ポインセチア）

12月14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。利用者様の車椅子や施設の隅々まで綺麗にしてい
ただきました。毎回の訪問ありがとうございます。

災害訓練

11月5日㈫、大型台風の上陸を想定した災害訓練
を実施しました。今回の訓練では電力の供給をス
トップさせ、実際に停電状態にしてBCP（非常災害
計画）に基づいて停電時の対応をしました。

お やつバ イ キ ン グ

10月2日㈬、おやつバイキングを行いました。どら焼きやフレンチトースト、ケーキなど
たくさんのメニューから好きな物を選び、皆様とお喋りをしながら召し上がっていました。

中庭横の休憩スペースにポイ
ンセチアが飾られており、真っ赤
に色づいた葉っぱがクリスマス
ムードを盛り上げています。

買い物ドライブ

10月10日㈭、小迎郷のエレナ西海店まで買い物ド
ライブに出かけました。皆様、久しぶりの買い物で
少し戸惑っておられましたが、お目当ての物が買え
て満足されていました。

11月9日㈯ にサポートセンターと合同のもみじ祭りにグループホームの利用者様も作品を
展示し、デザートバイキングでは沢山のデザートを食べられ、カラオケ大会などに参加され、
楽しまれていました。

ドライブ

忘年会

作 品 展 示（ も みじ 祭 り ）

グループホーム ふるさと

12月24日㈫ にグループホームの
忘年会を行いました。「今年も楽し
かった」と利用者様と職員で大いに
盛り上がりました。

10月16日㈬ に七ツ釜鍾乳洞までコス
モスを見に外出しました。見ごろを迎
えたコスモスを見て「綺麗かね」と喜
ばれ、記念撮影を行いました。

横瀬浮立

将棋対決
グループホーム
名人戦

日常生活
10月12日㈯ に横瀬浮立の見学に外出しました。地元に伝わる無病
息災や五穀豊穣を祈る秋の大祭であり、たくさんの方が見に来られ
ていました。お知り合いの方にもお会いし、楽しまれていました。

野菜の苗植え
パセリとネギなど
を植えました。

赤い羽根共同募金

10月1日㈫ に西海市社会福祉協議会の職員さんが来所
され、赤い羽根共同募金に皆さん募金をされました。

第2グループホーム ふるさと

バイキング

横瀬奉納相撲

10月30日㈬、和洋折衷のバイキングを行いました。
皆様好きなものを好きなだけ食べられ、大満足のひと
時でした。やっぱり秋といえば食欲の秋ですね。
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森の中の秋 祭 り

月 日（土・祝）
、森の中の秋祭りを開
催しました。ケーキやたこ焼き、梅ヶ枝餅
など9種類の手作りおやつでお腹を満たさ
れたあと、ゲームコーナーで景品をゲット
し、皆様とても楽しまれていました。
また、バザーの売り上げは、歳末助け
合い募金として社会福祉協議会へ寄付さ
せて頂きます。たくさんのご来場ありが
とうございました。
11

9月28日㈯、横瀬地区の奉納
相撲の見学に行ってきました。
ちびっ子達のかわいらしい取
り組みから、大人の力強い取り
組みを間近で見る事ができとて
も喜ばれていました。

クリスマス会

12月24日㈫、前日に利用者様
と手作りしたケーキとシャンメ
リーでクリスマス会を行いまし
た。最後にはクリスマス会の余
韻に浸りながら記念撮影をしま
した。

お正月

1月1日㈬元旦、新年祝賀会を行
い、お屠蘇とおひねりをいただき
ました。本年も皆様にとって良い
年になりますよう、心よりお祈り
申し上げます。

シニアライフサポートセンター
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ランチ外出

月2日㈬、
いつもお世話になっている
一魚一会さんへ、ランチを食べに出かけ
ました。「今日は何にしようかなぁ〜！
迷う！」と、メニュー選びからとても嬉
しそうでした。
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サポートセンターで行っている
“脳トレーニング”が、ついに50回目
を迎えました。いつも皆様意欲的に
参加され、
「今度はいつあるの？」
と、楽しみにしてくださいます。

レク活動では、作
品作りや、おやつ作
りなども行っていま
す。皆様手先が器用
で、いつでも熱心に
取り組まれます。

日常生活（作品作り・おやつ作り）

脳 トレ

得丸ムラ様が11月に106歳
の誕生日を迎えられました。
ふるさとに来られて6年、
元気にお過ごし頂いていま
す。西海市では最高齢になら
れるそうです。

ドライブ

月の爽やかな秋晴れの中、七ツ釜鍾乳
洞のコスモス祭りや、針尾無線塔・浦頭記
念公園までドライブに出かけました。

106歳誕生会

も みじ 祭 り

11月9日㈯、併設施設のグループホームと合同で、もみじ祭りを開催しました。芸術の秋・食欲
の秋を存分に盛り込んだ内容で、参加された皆様も目・舌・耳でおおいに楽しまれました。

新年祝賀会

令和になり、初めて迎えるお正月です。サポートセンターからも、素晴らしい初日の出を拝む事
ができました。皆様お元気に新年を迎えられ、賑やかに祝賀会が開催されました。

楽しく過ごしていきたいと思います。
本年もよろしくお願い致します。
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お知らせ

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

職 員 新ユニホ ー ム

今年も職員一丸となって利用者様と一緒に

・介護支援専門員（えんじ色）
・看護師（紫色）
・介護員（緑色）

職員のユニホームが新し
くなりました。

10月18日㈮、特養に新
キャラバンが納車されま
した。

新年明けましておめでとうございます。

ふるさとだより

西 海 東 小 学 校 福 祉のお 仕 事 講 座
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新 キャラバン納 車

編集後記

地域密着型運営推進会議
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歳末助け合い募金
10月の赤い羽根共同募金では
法人と職員より44,400円、歳末
助け合い募金では33,300円、令和
元年台風15号及び19号等にかか
る義援金59,500円、愛の基金で
は1,198円の募金が集まりまし
た。皆さんのご協力ありがとう
ございました。

月5日㈫に西海東小学校にて５ 年
生を対象に行いました。講話の内容を
メモにとったり、講師の質問にも積極
的 に 反 応 が あり、
「ふくし」を身近に
感じてもらう事ができました。
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月1日㈰に西海市福祉施設連絡協
議会主催のミニバレーボール大会に参
加し、準優勝の結果を残しました。

市内福祉施設連絡協議会
ミニバレーボール大会

月 日㈰にサポートセンターとグループホー
ムの合同の運営推進会議において、消防署立ち会
いの下、消防団2分団の皆さんと合同避難訓練を
行いました。消防署の講評のほか、運営推進員の
方も見学され、様々な提案を頂きました。

令和元年度地域連携協力会議

11月18日㈪に西海市役所、佐世
保東消防署西彼出張所、西海警察
署、消防団、近隣地区の行政区
長・分区長など計37名、法人19名
が参加し、災害対策について地域
連携協力会議を行いました。
西彼出張所の青井所長より「日々
の訓練」について講義を頂き、今
後も緊張感を持って訓練を行いた
いと思いを新たにしました。
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行事のお知らせ（2～4月）
2月 豆まき、バレンタインデー
3月 ひなまつり
4月 お花見、家族会総会

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。

