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新潟県もいよいよ平年より 2 日早く梅雨に
入りました。梅雨の時期は疲れやすく体調
不良になりやすい時期でもあります。解消す
るには朝食をしっかり摂ることや身体を温め
る食べ物が効果的とのことです。
また気温が高く、湿度も増すため
食べ物が傷みやすくなります。衛生管理、
体調管理を万全にして元気に梅雨をのりき
っていきたいと思います。

☆日 時
７月２９日（日）午後６時 1５分～
☆場 所
たかつぼ １階 食堂ホール
※室内でおこないます。
☆仮装大歓迎
参加申し込み７月２５日まで
☎６２－１４５５
たかつぼ夏祭りボラン
テ ィアを 募集しており
ます。

6月
1日
4日
5日
6日

県立坂町病院研修医上野郁美 Dr
雪割草の友様ボランティア（特養）
消防点検
不在者投票（特養）

8 日 消防立入検査
8 日 生け花クラブ（近田里峰先生）
8 日 小川ミエ様ボランティア（デイ）
10 日 カラオケ大会（特養）
11 日 おやつ週間 17 日まで（デイ）
13 日 小川ミエ様ボランティア（特養）
13 日 浦田の里コーヒー喫茶
17 日 おやつバイキング（特養）
18 日 雪割草の友様ボランティア（特養）
19 日 誕生食（みょうがご飯・すまし汁・鯵の幽庵

20 日
23 日
24 日
24 日

焼き・鶏の葛たたき・かぼちゃ甘煮・あじさ
い餡菓子）
総合防災訓練
書道クラブ（佐藤和一郎先生）
ミニ運動会（特養）
選択食 A 揚げなす丼 B おろし豚丼
みそ汁・厚焼き卵・漬物・水ようかん）

7月

6 月 1 日付人事異動がありました。
特養たかつぼ
板垣 弥生介護士 特養ゆり花園より
小林 知恵介護士 グループホームたかつぼより
グループホームたかつぼ
富樫裕子主任介護士 特養たかつぼより
※特養たかつぼ佐久間秀司介護士はいわくすの里
へ異動となりました。

7 日 七夕献立…☆お楽しみに☆

研修医 上野郁美先生
ゲームではチ
ーム優勝のた
め頑張ってく
ださいました。

平成３０年５月
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風薫る新緑の季節ですが、寒い日が続いたり、
暑い日があったりと、気温差が激しい今日この頃

５・６月の予定

です。体調も崩しやすくなっていますので、室温や
衣服の調整をして健康管理に努めていきたいと思

５月 1～７日 お菓子週間（デイ）

います。

６日 端午の節句茶会（特養）

先月は、満開桜を見にでかけました。たかつぼ

７日 雪割草の友様ボランティア（特養）

玄関に到着すると「きれいだったよ。良いところへ

８日 生け花クラブ（特養）近田里峰先生

連れて行ってくれてありがとう。」と

９日 浦田の里コーヒー喫茶（デイ）

とても嬉しそうでした。

１５日 小川ミエ様ボランティア（デイ）
１６日 小川ミエ様ボランティア（特養）
２１日 雪割草の友様ボランティア（特養）
２３日 誕生食 新茶飯 すまし汁 友禅卵豆腐

平成３０年４月分からサービス利用

若竹煮 旬のおつくり 水菓子

料金が変更されています。担当職員

２６日 書道クラブ（特養）佐藤和一郎先生

が事前にご説明をさせていただいて

２９日 選択食 海老バーガーor うずめ飯
三色香味和え カスタードプリン

おりますが、ご不明な点が等ございま
したらいつでも遠慮なくご連絡くださ
い。請求書は５月１５日ごろ郵送いた

６月

１日 県立新発田病院研修医上野郁美 Dr
４日 雪割草の友様ボランティア（特養）

します。

居宅介護支援事業所が部屋異動しました

４月１３日、２０日は県立坂町病院に地域医療研修で来て
いる２名の医師がたかつぼにも来てくださいました。

たかつぼ玄関入りますと右手に進んでいただ
くと事務室の隣となっております。

佐藤和茂先生
デイサービスのレクリエー
ションではハッスルしてい
ただきました。

鈴木優也先生
ご出身は関川村。利用者
の話に耳を傾け優しく聞
いてくださいました。

たかつぼ通信
平成 30 年 4 月号

社会福祉法人
村上岩船福祉会
たかつぼ
☎ 0254-62-1455

№60

気温が上昇し、春の日差しを感じる日々となりました。各地、桜の便りも届き
はじめました。たかつぼの桜も満開です。
たかつぼでは、4 月 1 日付で人事異動があり、新メンバーが加わりました。
職員一丸となりサービス向上を図って参ります。今後も変らぬご協力、ご支援を
賜りますようにお願い申し上げます。

人事異動
転入
次長兼生活相談員
管理栄養士
特養介護士
グループホーム介護士

遠宮
伊藤
髙橋
川崎

よろしくお願いいたします。
転出
由美子
泉
博樹
孝子

垂水の里より
垂水の里より
浦田の里より
さつき園より

4 月の予定
2・16 日 雪割草の友様ボランティア（特養）
7 日 いけ花クラブ（近田里峰先生）
11 日 小川ミエ様ボランティア（特養）
11 日 コーヒー喫茶（デイ）
13 日 地域医療研修 鈴木優也先生
20 日 地域医療研修 佐藤和茂先生
30 日 誕生食 桜ご飯 すまし汁 桜寒天
ますの春味噌かけ春の香添え
春の炊き合わせ 旬のおつくり
※花見バスハイク実施中です。
31215
月 19 日たかつぼ介護者教室を開催しました。
小林雅子講師にシナプソロジーや腰痛体操など楽しく
教えていただきました。

15 名の方に
参加していただき
ました。ありがとう
ございました。

髙橋 茂
五十嵐 理絵
遠山 克子
大滝 美幸

さつき園次長兼生活相談員
垂水の里副主任管理栄養士
いわくすの里介護士
さつき園介護士

平成 30 年度 事業方針
●特別養護老人ホーム
利用者の尊厳の保持と自立支援をケアの基本と
し、安心かつ満足して暮らせるよう支援します。
また地域との繋がりを継続して開かれた施設を目
指します。
●デイサービスセンター
利用者一人ひとりの関わりを重視し、安全で安心
して楽しめる場を提供します。また可能な限り居
宅において日常生活を営むことができるように支
援するとともに家族の身体的及び精神的負担の
軽減が図れるように努めます。
●在宅介護支援センター
通所・短期・居宅介護支援事業所、認知症高齢
者グループホームを含めた総合的な機能を活か
し、地域を支える拠点施設の窓口を目指します。
●認知症高齢者グループホーム
あたたかい家庭的な環境のもと、利用者一人ひと
りが望む生活を提供します。また地域と連携を深
め住み慣れた地域での社会参加を支援します。
●居宅介護
介護が必要な状態になっても住み慣れた家で利
用者が自立した生活が継続できるよう地域との連
携を強化し、包括的なケアマネジメントを行いま
す。

