
日頃は、当法人の業務運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございま

す。昨年も「花見」を始め、一大イベントであります「夏祭り」、その他「昭和村」や「餅つき大会」など

多数の行事を開催することができました。

これもひとえに、ご家族様・地域の皆様方のご協力の賜物と大変感謝しております。今後とも、ご利用者

様・ご入居者様に寄り添い、地域に根差した、安心で質の高い

サービスを職員一同、心がけて参りますので、ご指導・ご鞭撻

頂きますようよろしくお願い申し上げます。

特別養護老人ホーム

施設長 渡邊 多恵子



第５回オレンジ昭和村が 12 月 10 日～15 日まで開催されました。今年のテーマは 2020 年の

東京オリンピック招致にちなんで『お・も・て・な・し ～今の日本を創りあげてきた皆様へ～』

とされました。日本が一番輝いていた昭和の時代の象徴である、東京タワー、新幹線、大阪万博、

東京オリンピックがそれぞれの会場で再現されました。開村式は、聖火の点灯、選手宣誓が行な

われ、日本選手団の入場、国旗・村旗の掲揚、国歌斉唱で盛大に行われました。

美浜町デイサービスでは、1970 年に開催されました大阪万博が再現されました。大阪万博のシ

ンボルであります『太陽の塔』、アポロ 12 号が持ち帰った『月の石』を職員が手作りし展示され

ました。また、デイサービス職員とご利用者様が今までに手作りした作品を『手作りの館』として、

展示しました。皆さんで万博の思い出を語り合うことが出来ました。



オレンジ村立競技場では、1964 年の東京オリンピック

が再現され、風船バレー、綱引き、10ｍ走、ホッケー

の競技が毎日行なわれました。皆さんが日本の代表選手

となり、日の丸の入ったユニホームにハチマキ姿で競技

に参加！普段のレクリエーションよりも気合いが入り、

白熱した試合となりました。手作りの金メダルを首にか

け、表彰を受ける姿は堂々としており、立派な姿でした。

純喫茶オレンジでは、今年、あたたかい飲み物、つめたい飲み物に加え、

フレンチトースト、小倉トースト、えびピラフとお食事メニューが登場し

ました。飲み物では、ホットコーヒー、ココアが人気で、お食事では小倉

トーストが大人気★駄菓子屋の牧野商店では、昔懐かしのけん玉やメンコ

ゲームで駄菓子をもらい、皆さん高得点を狙える様に頑張りました！ご家

族様やお友達と来店され、楽しい一時を過ごして頂きました。

オレンジへ入った正

面玄関には、東京タワ

ー・東京駅が再現され

ました。333cm に作

られた東京タワーは

皆さん感動の声！

手作りの新幹線は、車椅子でも乗車でき、玄関

の東京駅から、富士山を眺めながら、名古屋を

通過し、デイサービスの大阪まで行き、日本を

横断する事が出来ました！！



スシローへお寿司

ツアーに出かけま

した。回転寿司は

初めてという方が

多く、回るお寿司に驚きの声！！

「わたしはそんなに食べれんよ」と

言っていた方も、たくさん召し上が

られとても良い外出行事となりま

した。

従来型、ユニット型

それぞれで、誕生日

会を兼ねてオレンジ

運動会が開催されま

した！紅組・白組に

分かれて対決！色々

な競技が行なわれた

中、一番白熱した競

技はパン食い競争で

した！玉入れも大い

に盛り上がり、応援

する方々の大きな声

援と競技者の汗で会

場は熱 気が ムンム

ン！運動の秋を感じ

られた一日でした。

ユニット農園で収穫された里芋

を使って、里芋グラタン作りを行

いました。ホワイトソースに里芋

やグリンピースをトッピングし

て、最後にチーズを乗せてオーブ

ンで焼いて完成★あつあつのグ

ラタンはチーズがとろ～り♪と

てもおいしく頂きました。

ハロウィンにちなんで、ユニ

ット農園で収穫されたさつ

ま芋でムース作りを行いま

した。あまーいさつま芋ムー

スに小豆や生クリームをト

ッピングしました♪皆さん

で、帽子をかぶったり、かぼ

ちゃのお化けの変装をした

りして、秋の収穫をお祝いし

ました★

地元の灯台ラーメンに出掛けました。数日前より、

楽しみにされており、車内では何を食べようかと

心待ちにしていました。注文したラーメンが届く

と待ちきれない様子で勢いよく食べ始めていまし

た。店内では、会話も弾み「また行きたい！」と

の声が多数あり、食欲促進、自発性を引き出す事

ができました。

日本の年末の行事として新年の挨

拶の準備として、家族の方への年

賀状作りを行いました。「昔はよく

作ったよ」とお話をしながら皆さ

ん思い思いの年賀状を作られてい

ました。もしよろしければ、ご家

族様からの年賀状も楽しみにお待

ちしております。

従来型で、クリスマス会を兼ねて栄養

教室を行いました。クリスマスにちな

んで、ココア味のスポンジに白いクリ

ームを塗り、キウイやイチゴをトッピ

ングしてデコレーションケーキを作り

ました★皆さん、甘いケーキ

に顔もほころびました。



近隣の野間保育所での

運動会にご招待を頂き

ました。子どもたちの

ダンスや競技に声援を

送ったり、競技に参加

して、子ども達と交流

する機会を持つことが

できました。

子ども達との交流を通

して元気を分けて頂

き、皆さん終始盛大に

盛り上がり笑顔弾ける

運動会となり

ました。

野間学区運動会が行われ

ました。毎年地域の方々

との交流とお昼のお弁当

を楽しみにしています。

今年も多彩な競技が行わ

れ、皆さんの応援にも熱

が入りました。

地域の方々に手伝っても

らいながら競技に参加

し、秋晴れに響く歓声は、

入所者様にとって、とて

も楽しい思い出になった

と思います。

ご協力いただいた皆様あ

りがとうございました。

毎年恒例となりました、

野間小学校の児童達によ

る金管楽器演奏会がビラ

オレンジの駐車場で行な

われました。

渡辺グループのご利用者

様 150 名が見学され、

児童の方々が奏でる楽器

の音色に聞き入っており

ました。

お子さんの小さかった頃

やお孫さんを思い出し、

演奏の終了後には、一生

懸命拍手や絶賛の言葉を

贈っていました。

今年で 30 回目となる美浜町産業祭、当日は雨天ということでご利用者様には参加して頂けませんで

したが、職員が赤い羽根街頭募金に協力するため参加させて頂きました。地域の方々と協力し、美浜

町総合体育館内で募金の呼びかけを行い、赤い羽根の配布、災害時用の乾パンなどの配布も行いまし

た。日頃より様々な方々の支えによって成り立っている福祉分野ではありますが、改めてその存在を

実感し、感謝の気持ちを心に抱きながら呼びかけをさせて頂きました。

地元・美浜町布土出身の

演歌歌手「ましも博」様

にコンサートを開催し

ていただきました。

当日は、利用者様の大好

きな懐かしの名曲ばか

りをご披露いただきま

した。

華やかな衣装に身を包

み、観客席で利用者様に

お声をかけていただけ

る姿を見て、皆様大変満

足そうにし、素晴らしい

歌声に耳を傾けていら

っしゃいました。

地域で集めた募金は、集めた地域で使われています。

集まった募金の約 70％は、募金をいただいた地域で

使われています。残りの 30％は、みなさんの住んで

いる市区町村を超えた広域的な課題を解決するため

の活動に、都道府県の範囲内で使われています。当日

は雨が降る中、多くの方に募金を頂き本当にありがと

うございました。



当日は心地よい日和になりました。道中、車窓から

見える秋の景色を楽しみ会話も弾みました。これか

ら訪れる冬に備え、ファションセンターで冬物の衣

類を購入しました。店内では、沢山ある品物の中か

らとても嬉しそうで楽しい遠足となりました。

入居者の皆さんになじみの深い喫茶店を開催しました。

テーブルに用意されたメニューを見て飲み物を注文して

飲みながら、昔、喫茶店に行った思い出を語り合い、楽

しい雰囲気の中で過ごして頂くことが出来ました。

今回は、日頃の生活の様子を報告すると共に、具体

的に、どのように入居者様の生活を援助しているか

といった内容を各専門職から説明させて頂きまし

た。町役場職員、地域代表、ご家族様よりご理解を

いただき、意見交換を行い、有意義な会議が出来ま

した。

手作りピザやデザートを準備し、ホームパーティーを

開催しました。皆でサンタクロースの衣装を着けて、

クリスマスソングを歌ったり、会話を楽しみ、家庭的

な雰囲気の中で親睦を深める事が出来ました。

台風の接近で開催が心配されましたが、無事出品

することができました。今年も日々行っているク

ラブ活動（書道ｸﾗﾌﾞ､趣味の会､水墨画ｸﾗﾌﾞ､お楽

しみｸﾗﾌﾞ）の作品を展示しました。台風の影響で

到着してからしばらくは停電の中での作品鑑賞

というハプニングもありましたが、自分達で作っ

た作品をゆっくり眺め、地域の方々の作品に触れ

ることで、驚きや感動、新しい発見ができ、充実

した時間を過ごすことが出来ました。さらに今後

のクラブ活動への意欲を養うことができました☆

今年も一年を締めくくる

一大行事、クリスマス会

を開催しました☆今回は

ご家族様も参加し、また

他事業所職員からも多数

の応援があり、盛大に行

われました。今回のテー

マは、2020 年の東京オリンピック開催決定にちなみ、50

年前に行われた第１８回東京オリンピックに関するクイズ

を行いました。クイズの合間には、職員扮するゲストの方々

による出し物があり、皆さんに楽しんでいただきました。

今回も豪華な食事や、お楽しみプレゼントを堪能していただ

き、笑顔の絶えない楽しい一時を過ごしていただきました♪



デイサービスの中庭

に茂りに茂った「さ

つまいも」★大きな

お芋に顔が自然と緩

みます。

大ベテランの皆さんが、素人の職

員に教えて下さいました。みなさ

ん「水のやり過ぎに注意して！！」

「はやく、掘らなきゃ」など一生

懸命育てて下さいました。

収穫に際しても、いつも以上の力

を発揮して下さいました。

さらに楽しみなのが、試食

会。取れたての「さつま芋」

から、とても香ばしい匂い

がみなさんを包み、今か今

かと待ちわびています。

前回の号でおしらせした「地域座談会」を平成２５年１１月１８日に

行いました。１５名程の方が参加して下さいました。

自由に話せる座談会

では、地域の方々か

ら「認知症の見分け

方」や「認知症の種

類」など質問があり、

関心の高さがうかが

えました。

お洒落な「年賀

状作り」も行い

ました。本当に

自由に活動して

います。

今後も皆がお近づき

になれるよう、活動

を続けて行きたいと

思います。５分～１

０分でもお気軽にお

越しください。

①餅は水につけ、大根・人参・わけぎは

食べやすく切り、しょうがは細い千切り

にする。

②鍋にサラダ油をひいて熱くし、わけぎ以外の材

料を炒める。油が回ったら固形スープの素・こ

しょうを加えわけぎを入れ餅を並べる。ふたを   

して５～６分蒸し焼きにする。

③好みでしょうゆをかけ器に盛って

削り節をかける。

一人暮らしの A さんは体の機能が低下された今もご自分で調

理を行いきちんと片づけられたお部屋で生活されています。

ある時鏡餅がいつも食べずに残ってしまうと話すとすかさず

「食べるだけジャーの中に入れるとつきたてのお餅になる

よ」と思いもよらない答えが返ってきました。その方の穏や

かな笑顔と何気ない会話のひとコマに大変勉強になる事がた

くさんあります。この訪問がずーと続きますように！！

自分で収穫した

芋は格別ですＶ



     

・発生状況の把握
(1)症状の確認

   下痢・嘔吐・発熱・その他の症状について確認
(2)施設全体の状況の把握

・感染拡大の防止
(1)職員の周知
(2)感染拡大防止策

  ①手洗いの励行、排泄物・嘔吐物の適切な処理方法の徹底
  ②消毒頻度を増やす、発生状況に応じた施設内消毒の実施
・関係機関等への連絡

(1)嘱託医への連絡
  重篤化を防ぐため適切な医療処置及び指示を受けます。

(2)利用者家族への連絡
  二次感染予防について協力を依頼します(状態の説明・面会制限等)

『ノロウィルス・インフルエンザ感染症は徹底的な予防から』

法人職員及び利用者様のインフルエンザ予防接種が終了致しました。ご協力ありがとうございました。

社会福祉法人 瑞祥では 12 月よ
り、季節性の感染症が社会的に活
動を低減させるまでの間、感染予
防対策として、面会場所の制限を
実施しております。
【面会可能場所】
従来型：1 階ホール
ユニット・ケアハウス
グループホーム
また体調確認などをさせていただ
き、体調によっては面会をご遠慮
いただく場合もありますのでご理
解とご協力をお願いします。

：居室内

りんごのコンポート

りんご      小 2 個

砂糖        50g

紫芋クリーム

紫芋       1 本

牛乳       適量

砂糖        適量

生クリーム  100ml

さつま芋チップス

さつま芋    適量

チーズケーキ

ビスケット      80g

バター          30g

クリームチーズ  200g

さつま芋        200g

卵              2 個

牛乳            50cc

生クリーム      50cc

ヨーグルト      50cc

砂糖            60g

レモン汁        大さじ１

小麦粉          大さじ 1

さつまいもには

ビタミン C が豊富！

栄養満点で風邪予防

にぴったりです♪

りんごのコンポート

りんごはいちょう切りにして砂糖を加え煮る。

チーズケーキ

ビスケットをフードプロセッサーにかけて粉状にする。溶かしバターを

加えて混ぜて型の底に敷く。さつま芋は適当な大きさに切り、ゆでて潰

す。生地の材料全て混ぜ合わせ、滑らかになるまで撹拌する。そこへり

んごのコンポートを加えてざっと混ぜ、型に入れる。160～170 度で予

熱したオーブンで約 50 分焼く。

紫芋クリーム

紫芋は適当な大きさに切り茹でる。牛乳と共にフードプロセッサーにか

けペースト状にする。泡立てた生クリームに紫芋ペーストを加え砂糖で

味を調える。

さつま芋チップス

さつま芋を薄切りにし、水にさらす。水気をよく切り素揚げし熱いうち

に塩をふる。

チーズケーキに紫芋クリームとさつま芋チップスを飾り、完成★

脳をしっかり使わなければ脳の働きは鈍ってしまいます。運動をすれば筋肉が鍛えられる

ように、脳も活発に働かせることで鍛えられます。脳を使う習慣をつけましょう。

問題：バラバラになった漢字を式にあてはまるように戻して、

２文字の熟語を作りましょう。例題）「馬」＋「貝」＋「口」＋「尺」＝ 駅員

①「方」＋「門」＋「口」＋「言」＝

②「穴」＋「一」＋「工」＋「人」＝

③「冬」＋「ム」＋「糸」＋「口」＋「女」＝

④「己」＋「言」＋「心」＋「今」＝

⑤「十」＋「十」＋「日」＋「十」＋「日」＋「月」＝

計算と漢字の書

き取りは同じく

らい脳は活発に

働きますが、脳の

働く部分が違う

ので、「読み・書

き・計算」をバラ

ンスよく行いま

しょう！



11 月 18 日に碧南市にある高浜安立荘に職員 25 名で見学に行って参りました。
高浜安立荘は社会福祉法人昭徳会を母体とする平成元年に設立された特養です。当
施設も取り組んでいる科学的介護を取り入れ、試行錯誤の末オムツゼロを達成し、
他にも回想法を用いた施設インテリアやレクリエーションを展開しています。

社会福祉法人瑞祥では、ISO9001 認証を取得しています。
ISO では次のような監査を行い、仕事のやり方が適切かどうかを確認しています。

今年度も、新たな内部監査員を養成し、日頃の業務の中での問題解決やサービスの質の改善につなげること
を目的として、養成研修を行いました。
今年度は、新たに 15 名の職員が内部監査員と認定されました。内部牽制が働くことで、さまざまな問題解
決につながり、結果として利用者様の利益につながるよう、職員一同ますます研鑽に努めたいと思います。
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取得資格は？ 原則として、社会福祉士の国家資格を取得しています。社会福祉士資格に加えて、介護福祉
士・介護支援専門員（ケアマネージャー）・精神保健福祉士等を取得している者がいます。

どこで仕事をしているの？
特別養護老人ホーム・ケアハウス・デイサービスで勤務しています。
各部署の事務室、フロアで勤務する他、利用者様のご自宅や入院先医療機関・
入所先施設へ出向くこともあり、仕事の場所は様々です。

ホームと地域社会とを繋ぐ

窓口となります。入所者・利

用者様に地域へ出向支援をす

るとともに、地域住民の方々に

私たちの活動を知って頂ける

よう努めています。最近では

地域住民を対象とした「介

護保険」「認知症」等をテー

マにした研修会も行って

います。

ご入所やご利用を希望する方

方に対し、サービス内容の重要事

項等を説明します。また訪問面接に

より、利用前の利用者様の生活状況

を調査し、利用後も可能な限り利用

前の生活を継続し、自立した生活

を送っていただけるよう支援

します。

ご自宅での介護に不安があ

る方からのご相談や「老人ホー

ムってどんなところ？」「介護保険

について知りたい」というような一

般的なご相談に対応させていただき

ます。相談者の方々の多種多様な

ニーズを見極め、適切な相談援

助をするよう努めています。

仕事内容は？

社会福祉士・介護福祉士等

の実習生や学生・地域住民の

ボランティアさんらの受入窓

口となっています。地域への

貢献とともに、次世代の福

  祉人材の育成を行って

    います。

入所者・利用者様に人間として、

  そして地域住民として「当たり前」

の生活を送って頂くために、法令・制

度を活用し、適切な支援が受けられる

ようにしています。必要に応じて、行

政機関への各種申請の代行や、金銭管  

     理等の支援も行います。

日頃から、入所者・利用者様

  との信頼関係を構築し、相談しや

すい環境作りに努めています。相談内

容によって、必要に応じて他職種や他

機関との連絡をしたり、ご家族間の

調整を図ったりすることで、必要

   な助言等を行います。

高浜安立荘の中村施設長自ら施設見学を行って頂き、他施設の介護方法や取り組み
について、職員一同真剣に聞き入っていました。そして、科学的介護の実施、回想
法によるレクリエーションの展開、そのすべては利用者様を主体とし、当たり前の
生活を、個人の尊厳と権利を持って送って頂くためであると改めて強く認識しまし
た。
当施設においてもより一層の介護力向上、利用者様・家族様に安心して頂けるサー
ビス提供を目指し、一丸となっていこうと感じる機会となりました。



10 月８日（火）は「社会福祉法人 瑞祥」渡邊元嗣理事長が今年 86 回目の

青春を迎えられ、渡辺グループ職員一同でお祝いをしました。昨年は伊勢神宮の式年遷宮や東京オリンピ

ックの開催決定など様々な出来事が日本を明るくしてくれました。渡辺グループの歴史も渡辺理事長がお

生まれになった事で始まっていると思うと、本当に記念すべき日です。いつまでも生涯現役を掲げ、情熱

を燃やされる渡辺理事長へ真っ赤なネクタイを職員一同よりお送りいたしました。これからも理事長の思

い描いた施設運営に職員一人一人が取り組んでいこうと感じました。

12 月 13 日（金）渡辺グループクリスマスパーティーが今年も盛大に開

催されました。今年入社された新人職員による聖歌隊が「きよしこの夜」

をしっとりと唄いクリスマス気分を高めて頂きました。

そして今年は職員が楽しみにしている豪華な料理に加え、渡辺病院渡邊靖

之院長先生の計らいにより、ゲストとして元プロ野球選手の山崎武氏を招

いて頂きました。登場から歓声の嵐！トークショーではプロ野球選手なら

ではのお話を軽快なトークで聞かせて頂き、知られざるプロ野球界の秘

話？もご披露頂きました。締めくくりは勿論、恒例の大抽選会！豪華賞品

を前に職員にも熱が入ります。当たった人も当たらなかった人も盛り上が

り、終始笑顔が絶えないパーティーとなり、また来年も頑張るぞ！と感じ

る楽しい一時となりました。

11 月 9 日（土）渡邊多恵子施設長が 78 回目の青春を迎えられました。

渡邊元嗣理事長を長年に渡って支え、社会福祉法人 瑞祥で今も職員の先頭に立ち続ける施設長を、渡辺

グループ職員一同でお祝いしました。今も尚、内外に渡りご活躍されるだけでなく、職員一人一人への心

配り、温かい指導をして下さる施設長を道標に、職員一丸となって温かい笑顔あふれる環境づくり、利用

者様・入所者様に愛されるサービスの提供、ご家族様・地域の皆様に信頼される施設づくりに励んでいき

たいと思いました。



今回は、科学的介護の取り組みについて改めて説明していきたいと思います。まずは、皆様に質問です。「どんな形

態のお食事が食べたいですか？」「排泄はどこでやりたいですか？」「どうやってお風呂に入りたいですか？」「寝た

きりをご希望されますか？」皆様いかがだったでしょうか？たぶん多くの方が「普通の食事が食べたい」「オムツで

はなく自分でトイレでしたい」といったお答えになったのではないでしょうか。施設に入所すると口腔機能の低下か

らペースト状の食事や介助にてオムツ交換を受けるといったイメージを持たれる方がいると思います。しかし、先ほ

どの質問の答えのような普通の当たり前の生活を入所者様にも継続して頂けるような、自立支援を目指したケアへの

取り組みが科学的介護なのです。

＜科学的介護の４大ケア＞

【水分】１日 1500ml 以上の水分摂取を目標にしています。これにより、細胞が活性化し、認知症状の改善や身体

の活動性の向上、便秘の改善など様々な効果を得られることができます。

【食事】１日 1500 ㎉の摂取を目標にしています。また、常食に近い食事を食べて頂くことで食物繊維を取ること

ができ、自然排便に効果がみられます。また、誤嚥性肺炎の予防、優れた栄養補給、楽しい食事も目的の一つです。

【排泄】トイレでの自然排便を目標にしています。高齢者に多い便秘の改善などを水分、食事、運動のケアを通して

自然排便が行えるようなケアを行っていきます。また、食物繊維の補てんとしてファイバーを使用したり、入所者様

の不快感、腹痛、便秘、脱水症状などの原因と考えられている下剤ついて医師と相談しながら出来るだけ使用しない

といった取り組みも行っていく予定です。

【運動】運動は歩行をメインとして行っています。体を動かすことで筋力、体力の向上はもちろん、脳への刺激にも

なり活発な生活を送って頂けるようになります。また、腸を刺激し自然排便の効果もあります。活動性の向上から食

欲の増進にも効果がみられ、夜間の良眠にも繋がります。

◎４大ケアを軸に入所者様の生活がより活発に元気に過ごして頂けるよう日々頑張ってまいります。ご家族様のご理

解とご協力をお願い致します。ご相談、ご質問などがありましたら職員までお願い致します。

「シェイクアウト訓練」は、小さな子供から大

人までどなたでも参加可能で、1～2 分程度でで

きるシンプルな訓練です。

2008 年に、防災関係者の発案でアメリカにて

スタートした訓練。シェイクアウト訓練の特徴

は、様々な人が様々な場所で、ある想定に基づ

き、同時に訓練を行う点です。

2011 年 10 月に、米カリフォルニア州全域と

オレゴン州、ネバダ州等で行われた訓練には、

過去最高となる 950 万人が参加しました。

「安全行動の 1-2-3」
①Drop

（姿勢を低く！）

②Cover

（頭・体を守って！）

③Hold on

（揺れが収まるまでじっ

として！）

開催日：11 月 17 日（日）

午前 9 時～1 分間程度

想定：南海トラフを震源とするマグニチュード 9.0   

    最大震度 7



施設内に設けた手作り

の神社にて初詣を行い

ます。

今年一年、いい年であり

ますようにと絵馬に

願いも書き、お参り

をします。

お抹茶と甘―いお菓子を

頂きます。普段と違う雰囲

気で楽しい時間を過ごし

て頂きます。

今年の目標や好きな

言葉などを筆で書い

てもらいます。皆さん

それぞれ、個性あふれ

る作品となることで

しょう。

元気よく、鬼は外、福は内と豆まき

を行います。鬼に扮した職員かな？

鬼にめがけて、ここぞとばかりに勢

いよく豆をまき、邪気をふりはら

い、そして、福を招きましょう。

恵方巻きも食べて笑顔も

いっぱいになりましょうね。

職員や女性利用者様から日頃の感謝

を込めて男性利用者様へプレゼント

を贈ります。さてさて、昔を思い出

し、昔の恋話しでも聴かせてもらい

ましょうか。

施設内にて設けられた雛飾りと一緒

に写真を撮り、皆で一緒に歌を歌った

りします。他利用者と共に昔を思い出

し楽しい時間を過ごして頂きます。

バレンタインデーのお返しです。職

員と男性利用者様から女性利用者様

へプレゼントを贈ります。職員、利

用者様とともに時間を過ごし交流を

深めます。

●特別養護老人ホーム ビラ・オレンジ

●新型特別養護老人ホーム ビラ・オレンジ ユニットケア

●特別養護老人ホーム ビラ・オレンジ短期入所生活介護(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)

●軽費老人ホーム ケアハウスみはま

●グループホーム オレンジ

●美浜町デイサービスセンター

●ホームヘルパーステーション オレンジ

社会福祉法人 瑞祥

〒470-3235 愛知県知多郡美浜町野間字新前田 212-1

TEL:0569-87-3200(代) FAX:0569-87-2501

新年、明けましておめでとうございま

す。昨年は、富士山の世界遺産登録や東

京オリンピックの開催が決定するなど、

日本にとって嬉しいニュースが続きま

した。当法人においても、夏祭りは節目

の 25 回目を迎えたほか、昭和村では東

京オリンピック開催決定を記念し、

1964 年の東京オリンピックを模した

イベントを行いました。毎年の行事はご

利用者様をはじめ、ご家族様・地域の皆

様のご協力あって実施することができ

ています。今年もオレンジ通信が多くの

笑顔で満ちあふれるような行事・企画を

実施致しますので、どうぞよろしくお願

いします。        新聞部一同


