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始めに中村親雄理事長より挨
拶が行われ、その後来賓を代表
して、浜川謙夫村長よりご祝辞
を頂きました。
その後、松本裕一村議会議長
の音頭で乾杯が行われました。
次に当施設の九十歳以上入
居者、ご利用者の紹介が行われ
ました。

平成二十七年度敬老会開催される。

第８１号

九月二十一日（月）平成二十
七年度敬老会が開催されまし
た。
今年は天候にもめ恵まれ、晴れ
て穏やかな秋晴れとなりまし
た。
今年の敬老会には特養、ショ
ート、支援ハウス、デイサービ
スの利用者、過去最高の１００
名が参加されました。
午後一時半過ぎには続々と
会場に集まってきて、午後二時
の開演時間には特養ホーム二
階の食堂は参加者及び家族で
満員御礼の状態となりました。
午後二時から式典が始めら
れる予定でしたが、準備が整っ
たため、五分ほど早めて始めら
れました。

2015.9.22

◆九十歳以上の入居者
及びご利用者
○特養入居者
・鈴木つや子さん（九十三歳）
・清水初江さん（九十三歳）
・松本キヨさん（九十三歳）
・前田かめさん（九十一歳）
・中村奈を子さん（九十一歳）
・松村喜一さん（九十歳）
○在宅利用者
・石野田つる江さん（九十六歳）
・石田とくさん（九十二歳）
・前田市之助さん（九十二歳）
・清水行子さん（九十二歳）
・石田芳子さん（九十二歳）
・関多美子さん（九十一歳）
・松本貞子さん（九十一歳）
・佐藤譲さん（九十一歳）
・松江二朗さん（九十一歳）
・山田ゆき子さん（九十一歳）
・石田利太郎さん（九十歳）
・蛯子東一さん（九十歳）
・鈴木富由子さん（九十歳）

九十歳以上の入居者の方に
は神津島村より祝い金が届い
ており、代表して鈴木つや子さ
んが浜川村長より贈呈されま
した。

また、神津島村社会福祉協議
会より、記念品が届いており、
代表して松本キヨさんが梅田
満政神津島村社会福祉協議会
会長より贈呈されました。
その後職員、有志によるアト
ラクション、演芸が行われまし
た。

始めに一階事務職員による
バンド演奏「組曲
We will
rock you 2015バージョン」と
二曲目は神津島の曲を現代風
にアレンジした演奏を行いま
した。タップダンスとバンド演
奏による歌が披露されました。

次の中学生、高校生、及び村
民の有志の方による「大漁節」
が披露されました。市川ふゆ子
さん、中村友菜さん、柏熊彩未
さん、浜川花梨さん、石田あん
なさんが参加してくれました。

次に二階のデイサービス、栄
養課の職員による「お祭りマン
ボソーラン」が行われました。
この「お祭りマンボソーラン」
は美空ひばりさんの「お祭りマ
ンボ」をＪＰＯＰ風にアレンジ
した曲をベースに踊る曲で、新
調した法被と手作りの小道具
を使った踊りで、会場も大変も
盛り上がりました。

次に地域活動支援センター
職員による「ダンスＡＫＢ」が
披露されました。ＡＫＢの衣装
に身を包み、ヒット曲「ヘビー
ローテーション」を踊り、会場
を爆笑の渦に包み込んでいま
した。
次に飛び入り参加として、土
谷文治さんによるハーモニカ
演奏も行われました。
次にやすらぎの里敬老会に
は三回目の出演となる神津島
三線の会「涼風（しだかじ）」
による三線の演奏が披露され

ました。演奏者は菱田清和さん、
三谷理恵子さん、福地恵一さん、
福地玉美さんでした。
一曲目は「十九の春」、二曲
目は「童神（わらびがみ）」が
披露されました。「十九の春」
は田端義男さんが歌って居ま
したので、皆さん知っており一
緒に歌って居る方もいらっし
ゃいました。

最後に三階の特養、医務課職
員による「沖縄民謡「安里屋ゆ
んた」のエイサー神津バージョ

ン」が披露されました。
三線の会「涼風（しだかじ）
」
の生演奏によるエイサーの踊
りで、三線と太鼓による軽快な
踊りで、会場を大変も盛り上が
りました。
最後に前田施設長による三
本締めで今年の敬老会は大変
好評の内に終わりました。

平成二十六年度決算報告

社会福祉法人つつじ会理事
会・評議委員会が開催され、平
成二十六年度事業報告及び各
会計決算報告が承認されまし
た。その総括として「貸借対照
表」を掲載いたします。
詳細についてはやすらぎの
里にてご覧下さい。

デイサービス行事
（六～九月）トピック

六 月 デ イサー ビスではミニ運
動会を開催 しました。梅雨 空を
吹き飛ばすような熱気に包まれ、
どの利用者さんも元気に競技に
参加され
ていました。

七 月 、ホー ルを飾 る大 きな笹
飾りが出現！利用者さんのさま
ざ まな願 いが込 められた短 冊 で
彩 られました。リアル彦 星 と織
姫も登場しました。

八 月 は神 輿 見 物 へ出 かけまし
た。今 年 の夏 は記 録 的 な猛 暑 で、
見 物 の途 中 、地 域 の方 のご厚 意
で冷 房 の利 いた室 内 で休 憩 をと
らせていただく事 が出 来 、熱 中
症になる方もなく神輿を楽しむ
事 が出 来 ました。ありがとう ご
ざいました。

九 月 の最 初 の行 事 はバスハイク
を行いました。台風一過、空には
雲一つ無い良いお天気でした。赤
崎 から 多 幸 までのドライブは、
普 段 遠 出 を す る機 会 の少 な い
方 々 には、久 し振 りに見 る風 景
だったようで、良い気分転換が出
来たと喜ばれていました。

その他の行事
六月 おやつの日（
水ようかん）
八月 おやつの日 か(き氷 )
スイカ割り
九月 中学校運動会見物

特 養 行 事 ト ピ ッ ク

◆御神輿見学行われる
八月二日（日）毎年恒例の御
神輿見学が行われました。毎年
午前中は小学校校庭で、午後は
漁協の前で御神輿の見学を行
っていましたが、今年は非常に
暑い気候が続いていたため、ご
利用者の体調を考え、朝一番の
小学校校庭での御神輿見学の
みとなりました。
午前九時には小学校校庭に
設置されたテントで、二日目の
御神輿出発を見学しました。
今回はご利用者の体調など
を考慮して、十名が参加しまし
た。
山車に続いて小学生の御神
輿、最後に高校生の御神輿を見
学しました。
木遣りと御神輿のかけ声を
聞くたびにご利用者も興奮し、
大変悦んでいました。

◆納涼祭行われる

八月三十日（日）納涼祭が行
われました。以前は三階のテラ
スで行われていましたが、今年
は気温が高い状態が続いてい
たため、ご利用者様の体調や食
中毒予防のため、食堂で行われ
ました。
ホールや食堂は提灯が飾ら
れ、さらにスタッフは、男性は
甚平、女性は浴衣きて、お祭り
の雰囲気を盛り上げました。

食事はご利用者が好きなも
のである、エビフライや刺身、
ちらし寿司、あんこ玉、白和え、
フルーツポンチなどが、バイキ
ング形式で出され、自分が食べ
たいものを、好きなだけ食べる
ことができ、また、ノンアルコ
ールですが、ビールも用意され、
希望者には配られました。
前田施設長の挨拶の後、食事
を楽しみました。
その後、おやつの時間にホー
ルにてスイカ割りとカラオケ
を行い、ご利用者の皆さん大変
楽しんでいました。

おむつ講習会行われる
九月十七日（金）午後七時よ
り、施設介護課主催の「おむつ
講習会」が、開催されました。
やすらぎの里では職員の介
護技術向上の為、定期的に講習
会を開催しております。
今回は介護用品メーカーの
株式会社光洋からオムツアド
バイザーの方と営業の方を迎
えて行われました。
研修ではアドバイザーの太
田黒さんの指導で、正しいおむ
つの取り扱い方や、取り付け方
などのほか、陰部洗浄法などを、
実演を交えながら約一時間半
教わりました。
職員からは活発に質問等も
行われ、大変好評な研修となり
ました。

新 人 職 員 紹 介
九月一日付けで、新しい職員
が入りました。皆さんよろしく
お願いいたします。

◆所属

介護相談課
林 綾子

皆様、こんにちは林綾子です。
九月一日に、神津島村民となり
ました。出身は関西ですが、結
婚後は、岡山、宮崎、広島と移
り住みました。
主人を亡くしてから、社会人
となる娘たちと上京しました。
介護職に入ったのは五十歳
を過ぎていましたが、今回ケア
マネとして、新天地にてスター
トすることになりました。好奇
心旺盛ですので、いろいろな情
報を待っています。よろしくお
願いいたします。

編集後記

福地恵一
鈴木ひろ子
桜井延一
藤井智久

猛暑の夏も過ぎ、清々しい秋
晴れの天気が続いています。今
年はシルバーウィークも五連
休となり、島にも多くの観光客
が訪れ、沢尻湾のテントの数も
多く、ホーム周辺も何かと賑や
かです。
今日、やすらぎの里の二大イ
ベントの敬老会も無事終了し、
ひと段落しております。
今後も、やすらぎの里の情報
を、出来るだけ多く紹介してい
きたいと考えておりますので、
よろしくお願い致します。

広報委員長
広報委員
広報委員
広報委員

神津島村地域活動支援センター
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http://blog.goo.ne.jp/tikatukozu

この夏も地活はチャレンジしました！
暑かった夏もいつの間にか過ぎ去り、秋を感じさせる日が多くなってきましたが、皆様におかれましては
いかがお過ごしでしょうか。
この夏も地活はチャレンジし、また様々な行事も行ないました！

今年も 7 月の末から約 1 ヶ月まっちゃあれセンターで出張販売を
行ないました！今回は利用者・職員の頑張りと、皆様のご協力のお
かげで昨年の売上を大きく上回ることができました(^o^)

カラオケ大会です！

（記

鈴木 明男）

南駐在所にお願いし

地活農園ではキュウリ・トマ

て「安全講話」も

ト・ナス・カボチャを栽培し、

開催しました。

職員に販売しました！（残念な
がらカボチャはダメでした）
(>_<)

