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平成 24 年 12 月号

年に 3 回、特別養護老人ホーム竜爪園本館の玄関ロビーに「喫茶店」が開店します。
ある時は外国のポップソングが聞こえてきそうな雰囲気だったり、また、ある時は男性職員扮
するウェイターだけの喫茶店だったり、その時その時、担当になった職員がみんなで知恵を絞っ
てお店のコンセプトを考えます。
今回は居酒屋風の衣装を利用した「和風の喫茶店」。もみじの葉や柿で飾り付けをしました。ど
こからともなく“赤とんぼ”が飛んできそうです。回を重ねるごとに参加者は増え、忙しい時間
になると玄関ロビーだけではお客様が入りきらないため、隣の職員食堂も合わせて使用しており
ます。
普段とは違う雰囲気にお客様もご満足の様子。入園者の方だけが対象ではなく、ご家族にもご
利用いただけます。次回は 3 月を予定しております。ご都合よろしかったらどうぞご一緒にお楽
しみ下さい。

表彰者のお知らせ
皆様のおかげでたくさんの職員が表彰を受けることができました。
お礼ともどもご紹介いたします。
〈平成 24 年度厚生労働大臣表彰｢栄養指導業務功労者｣〉
小林

小林

美佐枝

美佐枝（管理栄養士）
ひとこと

事業の普及向上等において、特に顕著な
功績があったと認められる個人を表彰。
本人の希望により小さめに写っています。

〈平成 24 年度静岡県老人福祉協議会永年勤続職員表彰〉
朝比 奈礼子
美濃部 綾子
綿貫 みち子

寺尾 文江
三浦 みどり
森 れい子

３０ 年栄 養 士を 続け ら れた こと ︑ ご一 緒し
てく ださ っ たお 年寄 り の皆 さん ︑先 輩 ︑職 場
の仲間︑ 家族に 感謝し ており ます︒
やり がい の ある 仕事 ︑ みん なに 支 えら れて
続けられ たらと 思って います ︒

※ 栄養改善を積極的に推進し、栄養関係

勤続 10 年以上で成績優秀な職員。

※

〈平成 24 年度社会福祉法人静岡市社会福祉協議会会長表彰〉

※

清 詞
友 章
美 映
康 美
すみえ

杉山

友章（長尾川包括支援ｾﾝﾀｰ）

ひとこと

社会福祉施設又は団体の役員、
従事者で功績顕著である者。

本人の希望により実際より二枚目に写っています。

現にその職にあり、かつその在職期間が
役員は満 10 年以上、従事者は満 15 年以上で
ある者。

〈平成 24 年度社会福祉法人
静岡県社会福祉協議会会長表彰〉
大村 耕一郎（監事）
齊藤 文彦
三浦 みどり
※

川口 豊子
森 れい子

前年度に「静岡市社会福祉協議会会長表彰」を受けた者。

福祉 施設 の 職に つい て ︵高 齢者 施 設・ 障害
者施設合 わせて ︶２０ 年にな ります ︒
実は 以前 ︵ 今も ？︶ 私 ﹁あ がり 症 ﹂で 人前
で話すの が苦手 で苦労 しまし た︒
これ から も 決し て立 ち 止ま る事 な く︑ 常に
学ぶ姿勢 を持っ ていき たいで す︒

堀
杉 山
嶋 本
榊 原
久保田

10 月 17 日、18 日に開催された松坂屋福祉楽市は社会福祉施設等の利用者が
作った手工芸品及び絵画などの作品、製品又は産物を展示即売することにより、
県民・市民の福祉に対する理解と関心を深めるとともに、施設利用者の生きがいを
高めることを目的に毎年開催されています。
竜爪園、ソレーナ、西瀬名デイサービスでは多くの方々のお力添えをいただき、
今年も出展することができました。藍染のバックや指編みマット、刺し子、百人
一首を題材にした貼り絵などの利用者の皆様が心を込めて作った作品や、平山の里
の産物がたくさん並びました。
当日は多くの方々がお越しくださり大好評でした。皆様ご協力ありがとうござい
ました。

西瀬名デイサービスでは午後の活動として
健康体操を継続して行っています。運動器機能
の低下予防に効果のあるロコモ体操から始ま
り、転倒予防体操、下肢筋力強化体操、タオル
体操、ボール体操など様々な種類を日替わりで
行っています。どの体操も座ったまま行う事が
でき、無理のない動きが多いので、皆様熱心に
取り組んで下さいます。
今 後 も運 動器 機能や 健康 の維持 が できる
よう、継続して行なっていきたいと思います。

ボランティア
5 日（水）10 時半：灯会様（各ユニット）
10 時半：すみれ会様

24 日（月）10 時半：ひびきの会様（2 階）

11 日（火）14 時：ハーモニカ渡辺様（水ユニット）

26 日（水）10 時半：恒友会様（2 階）

12 日（水）10 時半：すみれ会様

10 時半：すみれ会様

17 日（月）10 時半：ひびきの会様（ほっこら）

14 時半：静岡教会様（3・4 階）

19 日（水）10 時半：すみれ会様

27 日（木）10 時半：おたまじゃくしの会様（ほっこら）

10 月ボランティアにご来園下さった方々
ひびきの会様 すみれ会様 おたまじゃくしの会様 灯会様 恒友会様 静岡教会様 ハーモニカ渡辺様
鈴木きよみ様 杉山敏子様 海野好子様

森 文子様

増田久子様 山田優子様

自分の心にゆとりがないと、まわりにある素敵なものを見逃してしまう可能性があります。普段、
お付き合いのなかった一人暮らしの高齢者の方へ、ゴミ出しなどのちょっとした声かけやお手伝い
をしてみると、その方が素敵な趣味をお持ちになっている方だと知ることができるかも知れません。
そのような関係が広がっていけば、昔の“お互い様”
“向う三軒両隣”という暖かい見守りができ、
地域の再発見や新しい活力につながるのではないかと思います。
市内の呉服町通りにアーチがあります（下の写真）
。普段は、忙しく通り過ぎる人ばかりですが、
目先をちょっと変えて上を見ていただくと、細かくてきれいな飾り細工が施されていることに驚か
されます。
人は誰でも歳を取ります。体は衰え、顔のシワも増え、物忘れも多く、頑固になります。一見、
マイナスのイメージばかりですが、今までの人生の中で培ってきたものがたくさんあります。その
人の良い所を見つけ、できることを伸ばし、できないことは地域の中で一緒に支援していきましょ
う。そのためにも、私たちケアマネージャーが一緒にお手伝いさせていただきます。

（呉服町通りにあるアーチの江戸情緒あふれる飾り細工）
発行・印刷
社会福祉法人 天心会
特別養護老人ホーム竜爪園

〒420-0903
静岡市葵区長尾 89 の１

竜爪園の介護やサービスについて、皆様からのご意見・ご要望などをお伺いしたいと
考えています。施設に備え付けのご意見箱や電子メール、電話､ファックス等により、
お気軽にご意見をお寄せください。
電話 ０５４-２６５-３８３８

ＦＡＸ ０５４-２６５-１３５０

電子メール ryusouen@love.or.jp

http://www.love.or.jp

