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第２３号

平成２９年４月 地域密着型複合施設をオープンします！！

社会福祉法人瑞穂会は、地域福祉のサービスの向上と充実を図るために、4 月下記４事業を併
設した“地域密着型複合施設”をオープンします。

地域密着型
小規模多機能型
居宅介護事業所
こ

こ

ち

「小東風」

地域密着型
特別養護老人ホーム

地域交流館

「ふぁみぃゆ東館」 「サロン柿の木」

こ

こ

行田市地域包括
支援センター
ふぁみぃゆ

ち

１. 地域密着型小規模多機能型居宅介護事業所「小東風」概要
行田市で初めての事業所です。住み慣れた家でいつまでも暮らしたい方々のご希望に合わせてサービ
スを提供することができます。訪問介護・通う・泊まるを一体的に組み合わせて、在宅生活をフルサポー
トする新しいタイプの施設です。顔なじみのスタッフが、すべてのサービスにあたります。
穏やかな家庭のぬくもりを持った第二の我が家として愛され、心地よく暮らして頂きたいという想い
をこめて「小東風 ( ここち )」と名付けました。
利用できる方
１. 要支援 １～２・要介護１～５
２. 行田市に住民票があり利用者登録された方（登録定員 29 名）
こんな方、こんなご家族に最適です
１. 一人暮らしや、老老介護で不安のある方
２. 自宅で暮らし続けたいけれど、家族のみの介護に限界を感じている方
３. 施設に入所申し込みをされており、入所をお待ちの方
４. 病院等を退院して在宅生活への移行に不安をお持ちの方
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平成２９年４月オープン 地域密着型複合施設概要
２. 地域密着型特別養護老人ホーム
「ふぁみぃゆ東館」概要

３. 地域交流館
「サロン柿の木」概要

地域密着型特養「ふぁみぃゆ東館」は多床室の
特養です。
「サロン柿の木」と小規模多機能型施
設「小東風（ここち）
」が併設されますので、い
つも地域の方々の笑顔と明るい笑い声があふれ
る施設になるでしょう。
概要
１. 入所定員 25 名（4 人部屋 5 室・2 人部屋 2
室 ・1 人部屋 1 室）
２．一人あたりの居室専有面積
11.5 ㎡～ 13.5 ㎡
利用できる方
１. 行田市に住民票のある方
２. 原則 要介護 3 ～ 5 の方
ただし緊急性や特別の事情のある場合は、要
介護 1 ～ 2 の方も可です。

４. 行田市地域包括支援センター
ふぁみぃゆ

こんな場所にしたい
１. どなたでも気軽に集まりおしゃべりできる場
所、お茶飲みできる場所。
２. イベントを催して楽しい学びの場に。( 例お
菓子作り、お味噌作り、手打ちうどん・そ
ば作り、季節感のある田舎料理作り、認知
症予防教室、健康教室 等々 )
３.「身体にいいものを食べたい」と思われる方々
に、管理栄養士が献立した「東館」の昼食（実
費）を召し上がっていただけます。できれ
ば配食サービスも考えています。
４. 通りがかりにお立ち寄りいただき、老人福祉
についてご理解を深めていただく機会に役
だってほしい。
５. 看護師による健康づくりの情報発信、管理栄
養士による栄養指導、介護士による機能訓
練や体操教室の開催 等々。
6. サロン終了後の空き室を小学生や中学生に開
放し、学習室として活用する 等々。

現在ふぁみぃゆ行田の施設内に設置されて
いる「行田市地域包括支援センターふぁみぃ
ゆ」を、より便利にご利用いただけるよう
４月から新施設に移転します。

利用できる方
介護度に係わらず、どなたでも利用できます。
地域の皆さまが気軽に集まれる場所として大
いにご活用頂きたいと思います。

こ

こ

ち

「小東風」と 「ふぁみぃゆ東館」 の職員さんを募集しています !!
地域福祉に興味のある方、 いっしょに高齢者を支えませんか。
応募をお待ちしております !!
地域交流館「サロン柿の木」のボランティアさんを募集します !!
「サロン柿の木」には、建設費や運営費などの公的補助金はありませんが、地域の方
からの「高齢者が気軽に集まれる場所が欲しい」という声を受けて、ふぁみぃゆ東
館に地域交流館を併設しました。
「地域の皆さまによる地
「サロン柿の木」の名称について
域の皆さまの居場所」にしたいと思います。
そこで、集まって来られる方々を暖かく迎える「サロン当 「柿が赤くなると医者が青くなる」は私
番」を募集します。週に１回でも月 1 回でも（午前 10 時 たちが小さい頃から両親に言われてき
「郷古りて柿の木
～午後 3 時 30 分頃まで）
ご協力してくださる方、いらっしゃ た 言 葉 で す。 ま た、
持たぬ家もなし」は松尾芭蕉の句です。
いましたら、お力をお貸しください。
行田市近辺はこの句の通りです。どち
らの庭にもオレンジ色の宝石のような
柿が鈴なりになっています。
11 月より受け付けを開始しますので、詳しくお知りになり
新施設の国道沿いの花壇には、すでに
たい方はご遠慮なく下記へご連絡ください。
柿苗を数本植えました。
「ふぁみぃゆ東
担当者：青木弘美・藤井尚子
館」「小東風 ( ここち )」「サロン柿の木」
ふぁみぃゆ行田 TEL 048-559-4165
のご利用者様が鈴なる柿の実を愛でな
がらジュースやデザートとして召し上
がり、いつまでも健康に過ごせますよ
うにと祈っております。
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ふぁみぃゆ行田の生活
祭りだよ全員集合 !!
10 月 22 日（土）今年のテーマは“祭りだよ全員集合”
ふぁみぃゆの広場で秋祭りが行われました。特養やデイの
利用者様、ご家族様、ボランティアさんや職員が総出とあっ
て、人、人、人でいっぱいになりました。
和太鼓集団「麗」によって幕が開き、まず登場したちびっ
こ達の可愛い姿に歓声しきり。続いて大太鼓の勇壮な音は、
天地を揺るがすほどに鳴り響きました。
地元「謡友会」の皆さまによるカラオケ、職員もサービス
精神を発揮してがんばりました。中でも男性職員の相撲大
会は、見慣れた顔ぶれだけに大いに盛り上がりました。
雨の心配もなく、照りすぎず、いつもの年より長い時間楽
しまれていました。職員、利用者様、ボランティアさんが
一緒に楽しんだ秋祭りでした。

地域交流
11 月 1 日（火）地元の太田中学校の生徒さん 3 年生
（60 名）が交流に来られました。
校内合唱祭で発表した曲を披露していただきましたが、
男子と女子の息の合った混成合唱はすばらしいものでし
た。男子生徒さんの美しい声のソロもあり、ホールはひ
と時静まり、うっとりと聴き入ってしまいました。
その後紅白に分かれて玉入れゲームをしました。手に
力の入らない利用者様には、玉
が入りやすいように籠を利用
者様に近づけるなど工夫して
いただきました。玉が籠に入る
と生徒さんも一緒になって手
を叩いたり笑ったり、利用者様
と一体となって喜びを共にし
てくださる姿に感動しました。
（施設長 藤井）
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平成２８年度 敬老会
９月 11 日（日）ご来賓の皆様、賀寿対象のご家族様、
利用者様全員がホールに集い、盛大にふぁみぃゆ敬老会
が開催されました。
お祝いの対象になった方は、
喜寿 3 名・傘寿 3 名・米寿５名・卒寿４名・白寿 2 名
上寿 101 歳 1 名 103 歳 1 名
合計 19 名の皆様でした。おめでとうございます。
当日のアトラクションは、今年も「番匠一座夢ちんどん」
の皆様。利用者様の圧倒的な要望に応えて決まりました。
比企郡ときがわ町から 11 名の皆様が来られましたが、何と昨年と
全く変わらないメンバーとのこと、チームワークの良さを感じまし
た。「街のサンドイッチマン」
「あの丘越えて」など、懐かしいメロディ
を鐘や太鼓、尺八などでにぎやかに演奏しながら練り歩いてくださ
いました。

小林敏信様

寿
平林きん様 103 歳

前島喜代様 101 歳

県議会議員

行田市市議会議員

行田市市議会議員

鈴木聖二様 ( 奥様 )

平社輝男様

江川直一様

米寿 八十八歳

上

小嶋悦雄 理事長

行田市長代理
都市整備部長

白寿 九十九歳
岩崎光子様

関口ちよ様

坂本初枝様

平社とき様

藤森フミ様

門井義男様

今村昌子様

林ひろ子様

島村厚生様

高澤博彦様

松村すみ子様

中里なつ様

喜寿 七十七歳

赤石澤照子様

田中栄七様

傘寿 八十歳

森原育子様

卒寿 九十歳

秋山津留様

柿沼政様
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ふぁみぃゆ行田の生活
施設内研修

民生児童委員さん施設見学

日本古武術協会の講師により、腰を痛めない介護の研修を
実施しました。これまでになく、沢山の参加者があり、移
乗や起き上がりをする際に「腰を入れる」や「腕を工夫し
て使う」などの古武術の方法を使って、参加者同士で実際
にペアを組み、体験を通して楽しくしっかり学びました。

10 月 11 日（火）
、東部民生児童委員
さんが施設見学に来られました。

職員総会
10 月 12 日（水）秋の職員総会が行われました。
全体でいくつかのテーマを決めて、その中から一つ
のテーマに取りくみ、研究発表をしています。
「去年より今年は内容が充実してきているのが分かり
ます。」とは理事長の講評。
今年は施設部門でこぶしユニットとりんどうユニッ
トが職員間の投票により受賞しました。
どちらも個別ケアに取りくんだ質の高い発表でした。
在宅部門では訪問介護が選ばれました。介護度 5 の利用者様をご主人と、訪問介護、
訪問看護の連携プレーのもとに最期までお世話できた記録を発表したものです。
また、ふぁみぃゆ行田開設 10 周年を記念して 10 年勤続してくださった職
員さんに、理事長から感謝状と記念品が贈られました。

10 月の生け花

誠和福祉高校生介護実習

10 月の生け花は施設内に咲いているコスモス、ミニス
スキ、ヒャクニチソウ、小菊、メキシカンセージー、
エボタ、藤袴など豊富に揃いました。花をオアシスに
挿すだけで「サマ」になるのが不思議です。利用者の
皆さまのお顔から満足そうな笑顔が生まれます。

ふぁみぃゆでは年間
を通して、誠和福祉
高等学校や福祉専門
学校の介護実習生を
受け入れています。
目をキラキラさせて
意欲的に一生懸命学
んでいる姿は頼もし
い限りです。将来日本の福祉をしっかり担っ
てくれる生徒さんのお役に立てることは、ふぁ
みぃゆの誇りです。

先日お看取りで生涯を閉じられたＭ様（99 歳）のお孫様からご寄付をいただきました
Ｍ様が看取り介護に入られてから、Ｍ様のお孫様はお仕事の合い間を縫って毎日ふぁみぃゆに来られ、おば
あ様を車いすに載せて散歩に連れて行って下さっていました。玄関先で見送るМ様に「また来るね」と手を
振り、再び職場に戻られていました。
Ｍ様は看取り介護で安らかに永眠されましたが、お孫様から「実は、亡くなった祖母から数
年前からお小遣いを渡されていたのです。どうしても使うことができず、そのままとってお
いたのです。できれば、施設の方のために車いすのようなものを買っていただきたいのです。
」
と大切に貯めておいたお小遣いをそっくり寄付してくださいました。
お孫さん大好きなＭ様と、おばあ様大好きなお孫さんの暖かな心の絆を感じました。
「自分一人のためではなく、施設で沢山の人に役に立ててもらいたい」というお気持ちに心を打たれ、貴重
なご寄附を慎んでお受けすることにしました。お心に沿って車いす購入に充てることにいたしました。
心から感謝申し上げます。
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ふぁみぃゆ文芸
俳 句
近藤幸子
山茶花の寂て残りし一花かな

岡田宗一
この村に何もなけれど稲穂波

鈴木孝光
秋時雨まだ散らすなよ萩の花

和賀澄子
デイの窓蜜柑が成って鳥が飛ぶ

門井マサ子

武笠はつ
品質を誇るふぁみぃゆの笑顔かな

寺内トヨ子
ふぁみぃゆでみんな揃ってミカン狩り

小林米子
秋空にコスモス花見デイサービス

最明治 稔
庭の柿メジロが三羽食べている

横川玉枝
年老いてテレビで楽しむ紅葉かな

武藤八重子
田島陽子

ふぁみぃゆの庭に揺れてるなつみかん ふぁみぃゆの庭のみかんの良き色に

鈴木フサ

昨日より声を間近に秋鴉

真家あおい

ふぁみぃゆに皆の顔見てホッとする

梅沢さく

ふぁみぃゆに友達出来てうれしいな

森田昭代

ふぁみぃゆで皆さんの顔見てホッとする 柿の実を拾って喜ぶ子どもたち

町田高子
寝たきりの介護手伝うわが娘

小河原さき
ひこ孫で毎日笑う秋日和

平塚タネ
秋の日や天気が良いので稲刈りだ

関根順子
四本の歯でさつま芋味わう児

鈴木真理
風に乗り香り届くよ金木犀

平社伊津代
良き香り黄金ゆずの散歩道

斉藤輝子
幾重なり赤や黄色の山の道

小嶋悦雄
野仏の袂を染める曼数珠沙華

短

歌

宇田川広子

肌なでる真白き風と陽の照りの

間より生まれて飛ぶ秋あかね

住川八重子

刈り終えし稲の香りのする道を

ボランティアさんとともに散歩を

関根順子

難産の児なれど強し風邪引かず
アラホーなれど乳で育む

乾 政信

身を挺しいつもやさしくさりげなく
友達以上恋人未満

小嶋敏子

「お父ちゃんに会いたい」とあり短冊に

老人ホームの七夕祭り
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笑顔あふれるデイサービスの楽しい行事
みんなで楽しんだ「秋祭り」
行司を務めたのはデイの乾さん。「ハッケヨイ、ノコッタ」拍手喝さいの相撲風景でした。他にもカラ
オケあり、くじ引きあり、厨房手作りの食事あり、お腹をかかえて笑ったお祭りでした。

今年も古代蓮の里へ「たんぼアート」を見学しました
行田市の古代蓮たんぼアートは全国的に知られるようになりました。利用者様は見事なアートに目を
見張っておられました。「近くに住んでいても見たのは初めて」とおっしゃっていました。

デイの利用者様から太田保育園園児さんへ雑巾のプレゼント！
デイサービスセンターの利用者様が一針一針、一生懸命縫った雑巾。誰かの役に立ちたい。そこで話
し合った結果「保育園の園児たちに掃除に使ってもらおう」と決まりました。
早速うめ組さんとの交流会の際にプレゼントをしました。園児たちは、「一生懸命お掃除をします」と声を揃
えてお礼を言っていました。
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デイサービスの生活
利用者様と職員がいっしょに楽しんだ「デイ敬老会」
9 月、敬老祝会を開催。職員総出で大サービスしたお祝いの催
し物、賀寿の皆さまに表彰状とお祝いの品をプレゼント。
大いに盛り上がった敬老会
でした。
「利用者様と職員が一緒に楽
しむ」をモットーにさまざ
まな行事を催しています。

恒例 デイサービスセンターの夏祭り！
利用者様と職員で手作り神輿を
担ぎ、音楽に合わせて社交ダン
スを楽しみました。
季節の行事に参加されることに
より、季節のうつろいを感じて
頂けるようです。
「昔のお祭りは賑やかだったなあ」
「近所のお祭りに良く参加したもん
だ」などと、普段口数が少ない方
も笑顔でお話しして下さいます。

機能訓練に結びつくゲームや活動
日常的にお身体を動かす機会を多くして、心身共に健やかな生活が送れる
ようにと日々考えております。これからも「お身体の機能を維持するこ
と 」 と、「 笑 顔 の 多
いデイサービスセン
ター」を目指して力
を尽くしたいと思い
ます。

花植え活動
デイの前庭にルピナスと水仙の球根を植えました。土を耕すのは男性、
汗をかきながら見事な仕事ぶりです。
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