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介護予防事業・紀の川市委託事業

発行責任者

前田 和俊

光栄会

新型コロナウイルスの影響により、いきいき元気塾 (なが・こかわ)は休止中となっています。

ホームページ

http://koueikai-nate.com/

安心して参 加して頂けるよう、現 在開 催 方法 を検 討 中です。 再 開の際 は、お知らせいたします 。

★in なが

★in こかわ

日時：毎月第２水曜日 13：30～

日時：毎月第３水曜日 14：00～

場所：那賀保健福祉センター２階多目的ホール

場所：粉河ふるさとセンター

光栄会季刊誌

対象は紀の川市在住の概ね 65 歳以上の方で、参加は無料です。

栄寿苑 特養・ショートステイ

※新型コロナウイルス流行に伴い、中止しているものもあります。
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栄寿苑 デイサービス・ファミリーデイサービス

白水園 特養・ショートステイ
月1回

お誕生日会

月1回
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書道教室
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毎週火曜日

やさしさとおもいやり

粘土教室

月1回

お誕生日会

第 4 金曜日

音楽療法

月1回

手作りクッキング

月1回

書道教室

月2回

訪問理美容

週2回

マナベール (個々に実施しています)

月1回

お誕生日会

月2回

音楽療法

月2回

訪問販売

月2回

訪問理美容

栄寿苑

特別養護老人ホーム
ショートステイ
デイサービスセンター
ファミリーデイサービス
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春号

個人浴槽が出来ました。
栄寿の里 グループホーム

白水園 養護
わくわく体操

社会福祉法人 光栄会

毎週火木曜日

紀の川歩（てくてく）体操（休止中）

週2回

２０２2

月2回

ウォーキング

月1回

畑の収穫等

月2回

マナベール(脳トレ)

月1回

大津絵教室

2 か月に 1 回

ドライブ

2 か月に 1 回

訪問理美容

（スーパーネゴロ）

コラム
優秀な人材が時に陥る失敗の一つに「すべてを自分で抱え込む」という事があります。私の友人は若い頃、問題を 1 人で抱え込ん
で苦しんだ経験があると聞きました。その時に 1 人の先輩から「肩の荷は分かち合うものだよ」と諭されたそうです。謙虚になって
周囲を見渡せば、いろいろな能力を持った上司や先輩、同僚や部下がいたのに気付かないまま力んできたのに気が付きました。私た
ちの周りには大きくなくとも「小さな強み」を持つ人がたくさんいます。そんな小さな強みに感謝して、みんなの知恵を動員して進
めば、案外大きな成果を上げることが出来ます。
「われわれは、われわれ自身、われわれの仲間、われわれの周囲に存在する小さな強
みに対して感謝しましょう。」
白水園

お問い合わせ先
〇栄寿苑(本部)
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
通所介護(デイサービスセンター)
認知症対応型通所介護
（ファミリーデイサービス）
居宅介護支援センター

〇栄寿の里
グループホーム

園長

洗面台

脱衣所

個人浴槽(体格に合わせて入れます。)

ついに個人浴槽が完成しました!(^^)!

松本敦

大小２つの浴槽があり、利用者様の状態により
社会福祉法人光栄会
〒649-6615
和歌山県紀の川市麻生津中 1279
TEL (0736)75-6888
FAX (0736)75-6226

〒649-6615
和歌山県紀の川市麻生津中 1294-1
TEL (0736)75-2010
FAX (0736)75-2226

〇白水園
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
養護老人ホーム（特定
施設入居者生活介護）

〇ひかり保育園
企業主導型保育事業

〒649-6551
和歌山県紀の川市上田井 1229-1
TEL (0736)73-2210
FAX (0736)73-5050

使い分けをします。
スペースも広くゆったり入れます。

〒649-6631
和歌山県紀の川市名手市場 298-3-102
TEL (0736)67-8269

自宅でも安全に入って頂けるよう個人浴槽を使い
ゆったりゆっくりできる浴槽

(関連施設)

医療法人共栄会 名手病院
〒649-6631
和歌山県紀の川市名手市場 294-1
TEL (0736)75-5252 FAX (0736）75-2111

名手訪問看護ステーション

通所リハビリテーション みんなのリハ

TEL (0736)75-6222

TEL (0736)75-6266

FAX (0736)75-6267

FAX (0736)75-6267

自立支援に向けた訓練も行っていきます。

やさしさと
おもいやり
通信

*

*

*

*

グループホーム栄寿の里

特別養護老人ホーム 栄寿苑

新しい年を迎え、今年こそコロナが終息するように
祈りつつ、赤い毛氈の上に腰を掛け、いつもの生活と

1 月上旬、書道の先生に来苑していただき、書初めをしました。

ちょっと違った雰囲気で少し緊張してお茶をいただき

はじめは、「久しぶりに字書くよ。書けるかな？」と言いながら筆を持たれていましたが、

ました。お茶をたてるのが初めての方も日本の良さを

いざ書くとなると真剣な表情に変わり、お手本を見な

実感したひと時でした。

がらしっかりと書かれていました。終わったあとは、利

ちょっぴり苦いお茶も良か

用者様が書いたものをフロアに貼らせていただいた

ったですが、花より団子と申

のですが、照れながらも自分が書いた字を眺めてお

します。やっぱり和生菓子は

られました。

おいしかったです。来年も楽
しみにしています。

ひかり保育園

養護老人ホーム 白水園

ひかり保育園の節分には必ず赤鬼が登場します。そこで、今年も半月

令和 4 年 3 月 1 日より紀の川市より移動図書館

以上前から壁に鬼の絵を貼って豆まきの練習を始めることに！子ども

「かささぎ号」の運行が開始しました。栄寿苑・白水

たちも新聞で作った豆を投げたり、時には「エイ！ヤー」と戦いを挑ん

園にも定期的に停留してくれます。

だりと節分当日にむけ着実に準備を整えてきました。しかし鬼が登場す

さっそく、入所者様が好きな本を借りて楽しんでいま

るとみんな保育士達に必死でしがみつき、なかなか練習の成果を発揮す

した。

ることはできませんでした（笑）

移動図書館を楽しみにされている地元の方も来ていただけるなど、地域交流の拠点

今年の赤鬼さん達は優しい鬼さんで、お利口なみんなにお菓子を配ってくれ

となっております。気軽に本をかりることができますので、ぜひ皆さまもお越しくださ

たのでちょっぴり仲良しになることができました。

い。（日によって、また週によって停留する時刻がかわりますので紀の川市のホーム

また、ひなまつりにはお内裏様とお雛様の衣装に着替え屏風の前で記念撮

ページなどでご確認してください。）

影。みんなのかわいらしい姿に先生たちも感嘆の声が上がるほどでした。例年
通りなら七段飾りのお雛様を見に栄寿の里に訪問させていただくのですが・・・
コロナ禍で叶わず。次の機会を楽しみにしています。
いろいろな制限があり盛大な行事はできませんが、子どもたちは♪豆まき♪
や♪うれしいひなまつり♪の歌もしっかり覚え一緒に歌ったり、節分やおひなさまについての絵本やお話

新職員
紹介
栄寿苑
前田 裕紀

を聞いたりと伝統行事に触れる機会は大切にしながらこれからもたくさんの経験をさせてあげたいと思っ
ています。

栄寿苑
島袋

今までの介護経験を活か
し、皆様のお役に立てる

4 月よりファミリーデイサー

よう精一杯頑張ります。

特別養護老人ホーム 白水園

美奈

ビスでお世話になります。
よろしくお願いします。

ファミリーデイサービス職員

✿キエウさん、介護福祉士資格おめでとう！！
。

4 月より社会人として栄寿の里で大好きな介護の仕事をしていきます。✿

デイサービス職員
白水園

❤バレンタインデーに向けて利用者様や職員と一緒にコミュニケーション
を図りながら日々の思いや感謝を込めて作成しました。❤

藤田

大輝

頑張ります。
よろしくお願いします。

★ジエウさんの「みなさんに少しでも喜んでもらえたら」が形になり利用者
様も笑顔で喜んでくれてとても良かったです。★
介護職員

