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成人式での誓いの言葉に
﹁生まれ育った郷原の役
に立ちたい﹂という下りが
ありました︒自分を育てて
くれた両親︑家族は勿論︑
地域の様々な方にも支え
られ︑今がある事への感謝
の言葉です︒まさに︑郷原
の里も同じです︒時代と共
に変化する要望にきめ細
かく対応できるよう︑住民
の皆様と共に考え︑共に成
長していきたいと考えて
おります︒若干︑二十歳の
若輩者ではございますが︑
本年もどうぞよろしくお
願い申し上げます︒

特別養護老人ホーム郷原の里
施設長 池庄司佐和子

明けましておめでとう
ございます︒
元旦の朝︑カーテンを開
けると真っ白な雪景色︒厳
かな年明けとなりました︒
早いもので︑ケアハウス
の開設から始まった郷原
の里が今年で二十年目と
なります︒地域の皆様をは
じめ︑多くの方々に助けら
れ︑温かく見守って頂き︑
ご指導頂いたお蔭で今日
を迎える事ができました︒
心より感謝申し上げます︒
振り返れば色々なことが
ありました︒平成十一
年の豪雨︑介護保険の開
始︑郷原の道路は整備され
団地の住民が増え︑子供た
ちも成長し︑我が家も長女
が成人式を迎えました︒
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理事長
郷原診療所・院長
池 庄 司 正 幸
新年明けましておめでとうございます︒
この冬は例年より寒く︑雪のちらつく元旦
となりました︒山々がうっすらと雪化粧し︑
ひんやりとした空気に触れ︑気の引き締まる
思いで新年を迎える事ができました︒
この自然豊かな郷原の地に﹁郷原の里﹂が
設 立 さ れ て早 い もので 今 年 で 二十 周 年を迎
えます︒この住み慣れた場所で︑ご家族や馴
染みの職員と共に人生最後の日々を︑利用者
の 皆 様 が 穏や か に過ご し て 頂 くこ と を目標
に努めて参りました︒医療︑介護︑看護︑ケ
アマネジャー等︑各専門職と連携し︑ご家族
と共に︑その人らしい穏やかな看取りができ
るようになっています︒
今年度は三年毎の介護保険の改訂があり︑
地域支援事業が開始され︑地域で高齢者を支
える方向性が打ち出されています︒社会福祉
法人として地域に如何に貢献していけるか︑
今後の課題であります︒これからも地域のお
役に立てるよう︑地道に努力を重ねて参りま
す︒
今年も︑ご指導︑ご鞭撻の程︑よろしくお
願い致します︒

して来所して頂き︑少しで
も元気になって頂ける様︑
職員一同︑心を込めてサー
ビスに取り組んでいこう
と決意を新たに致しまし
た︒
のどかな景色を臨むこ
とができる﹁郷原の里﹂で︑
四季折々の行事や楽しい
レクリエーションを用意
して︑皆様のお越しを首を
長くしてお待ちしており
ます︒
新しい一年︑皆様にとっ
て穏やかな日々でありま
すよう︑お祈りしておりま
す︒

デイサービスセンター郷原の里
主任
猪原 光昭

明けましておめでとう
ございます︒昨年中はお世
話になり︑ありがとうござ
いました︒本年もよろしく
お願い致します︒
デイサービスでは昨年︑
たくさんの出会いの機会
を頂き︑実りのある賑やか
な一年となりました︒利用
者の皆様︑ご家族の皆様︑
関係機関の皆様から受け
た温かい思いを胸に︑﹁デ
イサービス﹂という形で還
元していければと思って
おります︒
今年はどんな年にした
いと思っておられるでし
ょうか︒新年にあたり︑デ
イサービスとして利用者
の皆様︑そして︑これから
出会う地域の方々に安心

今月の表紙：お正月を迎えるにあたり、利用者さんも職員も全員参加で「餅つき大会！」
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4月
豆まき

誕生会

お花見
誕生会

ミニドライブ

誕生会

健康講座

例年以上に雪の降る回数が多いような

今日この頃･･･、皆様、体調管理には十分

(0823) 77-1558

徒歩５分

FAX

(0823) 77-1833

（ 約 500 ｍ ）

お気を付け下さい。

TEL

今年もよろしくお願い申し上げます。

URL http://www.gouharanosato.jp/

渡川下車

「試験勉強」と捉えるのではなく、日々の業務の中で得る事が出
来た幅広い知識や経験で合格することができたと思います。一方
で、まだまだ知識や経験が不足していることも感じました。資格を
取得しただけで満足するのではなく、利用者のために活かしていけ
る努力をしていきたいと考えております。
ケアハウス 相談員 中尾文子
てるよう、努力して参ります。

西条線
広島県呉市郷原町 1882 番地 12

20 年でした。これからも皆様のお役に立

● JR バ ス
〒737-0161

特 養
島田ユキノ様
︵九十五歳︶
高齢になり︑体は動きにくいけど︑
今 年一年 ︑皆さ んに迷 惑かけ ない よ
う に生活 してい きたい です︒ 今の 楽
し みは︑ 息子︑ 娘が面 会に来 てく れ
て 話しを するこ とと︑ お寿司 やお 花
を持ってきてくれることです︒

ほう き

年です。皆様に支えられ、励まされての

郷原黒瀬線

す。今年は郷原の里設立 20 周年の節目の

● 広電バス

社会福祉法人 朋輝福祉会「郷原の里」

ケアハウス 三戸森康之様
︵九十歳︶
明けま して︑ おめで とうご ざい ま
す︒
何 時の間 にか入 居以来 二年二 ケ月
の 月日が 過ぎて いまし た︒入 居の 日
常 生活に 馴れる まで少 し時間 がか か
り ました が︑職 員の皆 様のお 世話 に
な り︑今 では心 身共に リラッ クス し
て 四季折 々の景 色にふ れなが ら日 々
を楽しく過ごしております︒
今 年もど うぞよ ろしく お願い 申し
上げます︒

彼岸法要

コンサート
カラオケ発表会

編集後記
交通のご案内
お問い合わせ先
お問い

茶
コンサート

喫
ジャズコンサート

ミニドライブ
茶
喫
茶
喫

消火作業中！
消火器を使って火を消します。
実際に訓練開始！
最初に大声で
叫びます！！
「火事だっ！！」

デイサービス 惣引幸子様
︵七十八歳︶
明 けまし て︑お めでと うござ いま
す︒今年もよろしくお願いします︒
私 は独り 暮らし なので ︑デイ サー
ビ スの日 をとて も楽し みにし てい ま
す ︒家で は日々 の思い を趣味 の絵 手
紙に託し︑デイサ
ービスに飾っても
らっています︒今
年も絵手紙を頑張
って書こうと思い
ます︒

行事計画紹介

特 養
和泉ミツエ様
︵九十五歳︶
年をと る度に 身体は 動きに くく な
り ︑しん どいけ ど︑今 でも元 気で 過
ご してい ます︒ 今の楽 しみは ︑毎 日
の 食事と 歌を歌 うこと です︒ 年は と
っ ても何 でも食 べられ ます︒ 今年 も
歌 を歌う 機会が あれば ︑頑張 って 参
加していきたいです︒

消火作業一連の流れの説明中！
皆、真剣に聞いています！

消火器の取り扱いについて、
教えて頂きました。

ケアハウス 金尾ユキエ様
︵七十二歳︶
あけましておめでとうございま
す ︒デイ サービ スで毎 日カラ オケ を
歌 ったり ︑友達 と会う のがと ても 楽
し みです ︒みん なと仲 良く過 ごし て
い きたい と思い ます︒ 今年も よろ し
くお願いします︒

今回の訓練を活かして、
いざという時に
役立てたいです。
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「高齢者の食べやすい食事の工夫」で
栄養士が講演を行いました。

平成 26 年 11 月 16 日(日)開催

炭酸を使って、
ごぼうのキンピラ作り。
参加者にも手伝って頂きました。

大いに笑いました(*^̲^*)

マジョルカ武田 氏による
ギター漫談♪
今回も地域の方、利用者、ご家族の方、
たくさんご来場頂きました。
柔らかい
キンピラの完成！
皆で試食しました。

エコール㈱さんにご協力頂き、
福祉用具を色々展示して
頂きました。

「半日 老人ホーム体験」を
しました。
☆社会福祉士チーム☆

元自衛官による
海軍カレーを作りました。

子供達は、
わたがし作りを体験！

エコール㈱さんに
ご協力頂きました。
特養の特殊浴槽を体験

デイサービスチームによる、
豚汁とおむすびセット

職員手作りの
豚汁看板

最新式のベッドに寝て、
機能を体験！

地域の方より出品の新鮮野菜！

車イスも体験！！
車イスリレー対決！

色とりどりのカップケーキ
特養女子チームの手作りです❤

毎年大盛況です！
郷原の里で 1 番人気の
ソフトエビフライを試食！

ご協力、
ありがとう
ございました。

収益金￥158,074-は、
段差を超えたり、
コースを介助したり･･･

手作り品などなど…

「広島市 8･20 豪雨災害義援金」
として広島市に寄附致します。
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汐音での食事は、和食かフレンチコース
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皆さん、好きな方を選んで食べました。

黒瀬さくらの会の皆様

久し振りの刺身や本格的な洋食に舌鼓！
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大正琴の演奏

思わず笑顔がこぼれます(*^̲^*)
美味しかったわよ！

郷原保育所の園児さんに
元気を頂きました！

パン食い競争！
位置について、よ〜い、ドンッ！！

院長のバイオリン演奏で
新しい年の幕開けです！
今月のお楽しみは、
「お菓子の家」作り！

可愛く仕上がるように、協力しながら作りました！

食べるのがもったいない！！

可愛いお菓子の家の完成！

円卓を囲んで、ティータイム！

新堂平神社に初詣に行きました。
今年も元気に過ごせますように…

園芸クラブ
音楽クラブ
カラオケ
書道 等々
盛り沢山です！
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物送り競争や
玉入れなど、
紅組、白組共に
奮闘しました！
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新春お正月レク（広塩焼）

各サロン
羊の干支作りを
行いました。

富士山
すごろく

ゴールまでの道のりは遠いね！

初笑い！

福笑い！

今年も一年、
元気で過ごせますように…

それぞれ、かわいい羊が出来ました。
飾って下さいね！

もちつき
皆でツリーの
飾りつけをしま
した。
皆さんの元に
もサンタが来ま
したか？

一年の締めくくりは、もちつきで！
2015 年も良い年になりますように…

クリスマスリースを
手作りしました！

なかなかの出来栄えです。

クリスマスケーキ
作りに挑戦！
スイーツ男子の皆さんも
頑張りました！

二人で仲良く風船運び

脳トレしながら走ります！

パン食い競争
お目当てのパンを狙って！

パンの中に点数が･･･
開けてからのお楽しみ！
お手玉一斉投げ！
何点獲得？

足を使って輪送り！「難しいねぇ」

