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第 19 回

夏まつり大特集

敬生会

とき

平成 30 年６月 30 日 ( 土 )

ところ

敬生園１階イベントホール

6 月 30 日（土）、敬生園イベントホールにて「第 19 回敬生会夏まつり」が開催されました。
今年は天候にも恵まれ、13 時の開会と同時に多くの方々にご来場いただき、イベントホールはほぼ
満席状態でした。ステージイベントはフラダンスショーから始まり、次にパフォーマー「リーリーブ
ロッサム」さんのジャグリングショーが行われ会場は大いに盛り上がりました。その後、あすなろ幼
稚園の園児の皆さんによるお遊戯が披露されると、園児の可愛さに来場者や利用者の皆さんも和やかな表情でご覧になっていま
した。最後は、敬心園・敬愛園の利用者の皆さんにカラオケを披露していただきステージイベントは終了しました。
模擬店も大賑わいで多くの方々に利用していただきました。
今年もボランティアスタッフの皆さんや協賛いただきました各社の皆様、ご来場いただいた多くの方々のご協力もあり、盛大
な夏まつりになりました。ご協力大変ありがとうございました。
敬生園介護員

オープニングのフラダンスショー

今野

潤也

「リーリーブロッサム」さんジャグリングショー
「あすなろ幼稚園お遊戯」 元気いっぱいでした！

敬生会利用者

カラオケ

会場は大賑わいでした。ご来場ありがとうございました。

12：30〜
13：00〜
13：10〜
13：40〜
14：20〜
14：40〜
15：00〜

模擬店開始
開会式
レイアロハフラスタジオ
パフォーマー「リーリーブロッサム」ジャグリングショー
あすなろ幼稚園お遊戯
敬生会利用者カラオケ
閉会式
敬心園
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作品販売

敬生園副園長就任にあたって
特別養護老人ホーム

副園長

敬生園

平

野

文

彦

この度、6 月１日から敬生園副園長として皆様方と職場を共にすることとなりました平野でございます。前職は旭川
市消防長であります。制服組として約 40 年、東日本大震災を初め様々な災害現場活動や消防業務を経験いたしました。
敬生園に着任してからは「人格を尊重しながら生活を預かる・命を預かる」という非常に崇高で過酷な福祉の現場を
目の当たりにし、皆様方の献身的な働きに、心より感服している次第です。
今までと職場環境は違いますが「組織は人」であります。就任にあたり、「利用者の笑顔・家族の笑顔」が一番の仕事
の喜びであると信じ、そのためには働く職員皆様の笑顔（受容・努力・コミュニケーション・共通の利益・愛情、など
による成果）、即ち個々の就労満足度を充実させることが必須であり、皆様のご指導・御支援をいただき、微力ながら私
なりに業務に邁進する所存です。
利用者・家族の喜びが職員の喜びに、個々の喜びが施設の成長に、各施設の成長が敬生会のさらなる充実・発展に繋
がることを祈念いたしまして挨拶といたします。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

敬生会居宅介護支援事業所 １０月１日にオープン
法人本部事務局長

谷口

大朗

近年の少子高齢化の影響により、高齢者の一人暮らしの増加や高齢者の引きこもりなど、なかには日常生活に支障を
きたし、現実的に介護を必要とされている方も数多く見受けられます。
また、高齢者サービスが多様化するなかで、医療や介護で家族が抱える困りごとに対して支援できるよう居宅介護支
援事業所を設置し、各
個人の将来の介護不安
を払拭できるよう取り
組んでいきたいと思い
ます。

北海道地区高校生介護技術コンテストを観覧して
敬生園

介護員

菅野

裕美

8 月 24 日、江別市の北翔大学において、第 3 回北海道地区
高校生介護技術コンテストが開催されました。置戸高校、留
寿都高校、函館大妻高校、江陵高校、剣淵高校の 5 校が参加
され、短時間の中で課題に沿ったそれぞれの介護技術を競い
合いました。またお互いの介護に対する能力を高め合ってい
る様子を目の当たりにすることができて、とても感動いたし
ました。今回このようなコンテストを観覧することができ
て、高校生の介護に対する意識がとても高く頼もしく思いま
した。技術面では声掛け・観察する視点などで新たな発見が
あり学ぶこともたくさんありました。改めて初心を忘れず、今
後も介護に励んでいきたいと思います。

介護技術コンテストの様子
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ユニット活動
敬生園

介護員

岡本

美千代

ショッピング

物した後、みんなでカフェに行きコーヒ

外気や人に触れ、とても楽しいひと時を

ーを飲んだり、ケーキを食べたりして「こ

過ごされました。今後も利用者の皆さん

んなケーキ食べたことない」
「美味しい

が楽しめるような外出する機会を作って

な！」と満面の笑顔を見せてくれました。

いけたらと思っています。

7 月 27 日、2 階利用
者 5 名、介護員 5 名で
旭川西イオンへショ
ッピングに外出しま
した。
念願かなって久し
ぶりのショッピング
を楽しんだ方や初め
て 外 出 し た 方、そ れ
ぞれ目的の買い物を
各々で行い興味津々
で店内を見ながら楽
し ま れ ま し た。買 い

美味しそうだなぁ〜

若い女性介護員とツーショット

敬心園夏祭り
敬心園

生活相談員

志摩

雄輔

とても美味しいわ〜初めて食べたわ。

すくいがあり皆さん無我夢中でゲームをして

持って「踊り楽しかった」
「美味しかった」

おり、普段とは一味違った喜ぶ姿を見るこ

と笑顔で喜んでいました。

とができました。終わりには沢山の景品を

8月16日（木）毎年恒例の敬心園夏祭り
が行われました。
昼食は屋台バイキングで焼きそば、焼き
鳥、チョコバナナなどがあり「何を食べよ
うかな〜。どれにしようかな〜」と悩みな
がら選んでバイキングを楽しんでいました。
午後からの夏祭りでは中央にある行燈の
周りを職員と一緒に踊ったり、かき氷や綿
あめを食べながら踊りを見て楽しんでいる方

大盛りでお願いしますっ！

景品は...貯金箱で〜す！

がいました。その他、射的、ほう引き、飴

盆踊りの様子
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2人？で記念写真

「士別めん羊館にて」
敬愛園

入所者

米内 悟史さん

する輩なので。だから藤原サビ管さんから

敬愛園に戻って車を降りた私を１番最初

「ずいぶんと忙しいねっ」と言われたのでし

に出迎えてくれたのがムッとする暑さでし

た。ゆっくりし過ぎて燃料が切れかかり、ま

た。車の冷房で冷えた体にガツンと。それ

だ肉が１枚残っていたと言うのに火力がここ

だけに今日の外出行事で一番良かったこと

敬愛園の外出行事で士別のめん羊館に行

ろ細くなって最後まで焼き上げる事が出来

は、レストランからの眺望でもなければ、サ

ってきました。肉は好きだけれど生きた羊

るのか、それとも半生で終わるのか、肉以

フォーク種のラム肉でもなく、よく利いた車

や牧 場などには興 味のなかった私にとっ

外にサスペンスまで味わってしまったのでし

の冷房だったのかもしれなかったです。

て、めん羊館はこれまでどの外出行事に参

た。

加するにも対象にはしていませんでした。そ

驚いたのは注文したノンアルコールのビー

れなのに今回外出行事をめん羊館にしたの

ルが瓶に入って出てきたことです。飲食店

は、ひとえにあそこではサフォーク種のラム

向けにこんなのを造っているのか、と。丘

肉をだす、と聞いたからでした。ヨーシッ、士

の上に立つレストランからの眺めに悦び、ど

別の羊を食らってやろう、と。

こでも行ってみなければ分からないものだな

おひとり様用の小さなジンギスカン鍋に油

と思う一日でした。

を引くと、脂の多い肉を１枚のっけて焼き上

かわいくて癒されますね〜！

がったところでまずは何もつけないで食べて
みました。柔らかく脂はさらっとしていて、く
どさはなく美味、と満足するとあとは１枚づ
つゆっくりと焼いていきました。こんな食べ
方をしているとジンギスカンも随分と優雅に
なるもんだな、と思いながらも。とは言って
も、優 雅さとは全く縁 のない私のことで
す、右手に生肉用の箸を持ち、左手には食
事用の箸を持って、とそんなことを平気で

ジンギスカン、美味しくいただきました

良い思い出になりました！

「男山酒造り資料館に行って」
敬愛園通所

生活支援員

河田 貴大

りました。お酒を飲める利用者の方々は試飲を楽し
まれ、飲まれない方も蔵元限定のロバ菓子とのコラ
ボ商品の「蔵おこし」などを試食されていました。
利用者の笑顔を見ることができ、外出行事を満足し

通所ではここ数年、5 月〜 6 月の時期に

て終えることができました。今後も利用者の皆さん

外出行事をしております。今回はどこに

の声を聞き、来年も喜んでもらえる外出行事を企画

行こうか悩みましたが、新規の利用者に

していきたいと思います。

も、長く通って頂いている利用者の方々

たくさん飲むぞー

にも喜んでもらえる所として、利用者か
らまた行きたいという声もありましたの
で、三年前に行かせていただいたことの
ある男山酒造り資料館に行く事に決めま
した。男山に着くとまず前庭には様々な
綺麗な花があり、前回訪れた時期と違う
こともあり、前は見られなかった花々を
見て利用者も喜んでおられました。建物
の中には試飲や売店コーナー、酒造りの
歴史の資料や、昔の酒造りの道具等があ

綺麗なお花の前で♪

入口での記念撮影
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余暇活動サークル「ゆるり」の紹介

旭川市障害者総合相談支援センターあそーと

相談支援専門係長

紺野あゆみ

・

相談支援専門員

藤田

大

障害を持った方が友達作りや人と と活動について提案をしてくれることもあります。
関わる機会やきっかけを作りたいとい
６月は初めて「いちご狩り」を企画してみましたが、「初め
うニーズを叶えるために立ち上げた
てやったけど楽しかった」「また来年も行きたい」と予想以上
「余暇活動サークル ゆるり」がはじ
に喜んでくれました。
まって３年半が経ちました。活動につ
今後も「みんなで同じこ
いては、メンバー、スタッフ合わせ毎
とを楽しむ」ことを大切にこ
回 10 人前後集まります。内容は月に
の活動を続けていこうと思
１回、カラオケや外食などの行事やお
いますし、一緒に楽しんで
採れたてのいちごです ぴったの和室や調理室を借りて料理
くれるスタッフも募集している
の練習やゲーム大会など、みんなで行うと楽しいものを中心に
ので興味のある方はぜひ
みんなで記念撮影
考えています。最近はメンバーから「こんなことをしてみたい！」 声をかけてください！

敬生会の地域貢献の取り組みを発表してきました！

敬生園

生活相談員

砂金

昌明

年に１度開催されている全道老人福祉施設研究大会（第
38 回老人福祉施設研究発表会）で敬生会の地域貢献に関
する取り組みを発表してきました。今回の研究発表会は第 1
分科会から第 4 分科会までの会場が用意され、各分科会 9
から10の施設が「個別ケア」
「リスクマネジメント」
「ケアの向
上の取組」
「人材育成」「地域」「看取り介護」のテーマで
発表しています。なかでも「看取り介護」の会場は人が溢れ
返っており、施設関係者の関心の深さを感じることができまし
た。
敬生会では平成 28 年度から地域貢献の一環として、地
域の関係機関や地域包括支援センターと連携を図り、食事
や地域交流の促進を旨としたサロンを開催しております。年

度を重ねるごとに参加
者も増え、平 成 29 年
度の実績では開催回
数 12 回、延べ参加人
数 は 289 人（関 係 者
含む）となっております。
今年度の開催予定回
研究大会発表の様子
数は17 回に増え、延
べ参加人数は398 人（関係者含む）の見込みとなっておりま
す。今後も敬生会らしさを前面に出し、地域の方々に喜ばれ
る取り組みを継続して行きたいと考えています。

第31回家庭でできるリハビリテーションの会開催

敬愛園

理学療法士

佐藤

穣

８ 月26日（日）に「第 31
回家庭でできるリハビリテー
ションの会」がアートホテル
旭川にて開催されました。当
会は病院の患者さまをはじ
め、各 事 業 所の利 用 者の
皆さんを多数お迎えし、お互 森山病院正面玄関での募金活動
いに励ましあい、勉強を重ねることを目的とした集いであります。
今年は「活躍〜自分の大切な役割〜」のテーマで、演
劇、体験発表、自助具の講話、そして毎年恒例の森山理
事長によるミニコンサートなど、大変充実した内容となりました。

健康チェックコーナーの様子
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自助具の体験コーナー
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また、前日から
募金活動もしてお
り、集 められたお
金は日本テレビ24
時間チャリティー委
員会を通して、福
祉、環 境、災 害
劇
復興などに使われ 玉川昌子様の体験発表
「自分を振り返って」 「リハビリ日記」の様子
る予定です。最後
に参 加した多くの
皆様と会を支えて
下さったスタッフの
皆様に感謝申し上
げます。

「サライ」
と
「ふるさと」
でフィナーレでした。

新任職員の紹介

敬愛園パート生活支援員

敬愛園生活支援員

平成30年6月4日付

平成30年7月1日付

平成30年8月1日付

平成30年8月1日付

敬愛園看護師

敬心園支援員

敬生園管理員

神田 小春

中川原

敬生園介護員

岡本

愛絵莉

石戸谷

平成30年8月13日付

敬生園管理員

律子

敬生園介護員

石川 𠮷則

香織

浅原

平成30年9月1日付

大黒

哲郎

高津

平成30年6月11日付

祥子

利行

平成30年9月26日付

退職職員の紹介
敬愛園前事務長

吉田由美子

平成30年6月30日付

敬生園管理員

中山

敏則

平成30年8月31日付

敬愛園看護師

上埜

薫

平成30年6月30日付

敬愛園生活支援員

上村小百合

平成30年8月31日付

敬愛園生活支援員

泉谷

彩香

平成30年6月30日付

敬心園支援員

中坪みさと

平成30年8月31日付

敬生園パート介護員

羽鳥伊緒菜

平成30年7月31日付

敬心園支援員

赤石

映見

平成30年8月31日付

敬愛園生活支援員

金内

平成30年7月31日付

敬愛園生活支援員

斉藤

朋佳

平成30年9月30日付

眞弓

ボランティアの皆様

平成30年4月21日〜平成30年8月31日

善意のご寄付

平成30年4月21日〜平成30年8月31日

●福祉健康理美容 訪問サービス たんぽぽ様 ●春光台地区市民委員会女性部様 ●㈲ラッシュ様 ●むつみ会様 ●末広地区市民委
員会女性部様 ●森泉 幸栄様 ●剣淵高等学校様 ●旭川大学高等学校インターアクトクラブ様 ●旭川実業高等学校様 ●旭川明成
高等学校様 ●旭川藤女子高等学校様 ●旭川市医師会看護専門学校様 ●旭川市立春光台中学校様 ●旭川商業高等学校様 ●北海
道教育大学 旭川校様 ●上川高等学校様 ●旭川信用金庫末広支店様 ●㈱伊藤医科器械店旭川営業所様 ●旭川市消防団第27分
団様 ●㈱日総様 ●㈲村上クリーンサービス様 ●㈱トワニ旭川店様 ●なかせき商事㈱様 ●㈲Eフォレスト様 ●道北飲料㈱様
●㈱オフィスクラウド様 ●森山病院様 ●敬生会OB・OG様 ●末日聖徒イエスキリスト協会様 ●旭川年金受給者協会様 ●旭川家庭
裁判所様 ●永山屯田太鼓保存会様 ●ダスキンオビヒロ㈱ダスキン永山支店様

５ 月
丸忠北都清掃㈱ 様
6 月
● イハラ消防設備㈱ 様
● 旭川防災㈲ 様
7 月
● 大洋設備㈱ 様
● 領家
久男 様
●

●
●
●
●
●
●
●
●

稲垣 守孝 様
北尾 恵子 様
中瀬 春江 様
松隈 明治 様
鷹の巣福祉村地区市民委員会 様
鷹の巣中央東町内会 様
鷹の巣中央町内会 様
鷹の巣福祉村地区社会福祉協議会 様

善意のご寄贈
４ 月
紙オムツ ………………………………………… 小口 妙子 様
５ 月
●バナナ …………………………………………… 守田
和平 様
●ＴＶが聞けるラジオ
…………………………… ㈱ＳＴＶラジオ 様
●エアマッ
ト他 …………………………………… 松原 かつみ 様
●雑巾 ………………………………………… 阿久津
ひろ子 様
●
トイレットペーパー ………………………………… 亀谷 一彦 様
●

●
●
●
●
●
●

●

鷹の巣福祉村地区市民委員会女性部 様
鷹の巣町内会 様
鷹の翔町内会 様
鷹の台町内会 様
春光台地区市民委員会 様
高台チャレンジクラブ 様
8 月
長内 真由美 様

平成30年4月21日〜平成30年8月31日
6 月
花の苗 ………………………… 小さな親切運動北海道本部 様
７ 月
●タオル …………… 生命保険フ
ァイナンシャルアドバイザー協会 様
●

敬生会だより
〈第59号〉平成30年10月1日
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運動会

敬愛園
ミニ運動会

皆で食べるジンギスカンは
おいしいな〜

敬愛園

あづま

敬生園：入所・ショートステイの利用相談

担当 生 活 相 談 員 砂金 昌明・我妻 初美 ℡５１-５１１５

敬生会居宅介護支援事業所：介護保険に関する相談支援

担当 介護支援専門課長 四月朔日 ナオミ ℡090-6997-6457

敬心園：入所相談

担当 生 活 相 談 係 長 坂田 達哉

℡５１-５１１７

敬愛園：入所・短期入所の利用相談

担当 生 活 相 談 次 長 黒松 秀一

℡５５-５５４５

敬愛園通所：通所の利用相談

担当 生 活 相 談 員 古畑 安敏

℡５５-５５４５

敬愛園きさーら：障害者の相談支援

担当 相談支援専門課長 板垣 玲子

℡５５-８３８９

わたぬき

今年の夏は猛暑でしたが、お盆が過ぎたあたりからめっきり涼し
くなり、あっという間に秋を感じる季節になりました。皆様、どう
か体調管理に気をつけてお元気にお過ごしください。さて、読書の
秋、芸術の秋といろいろな秋がありますが、私はやはり食欲の秋を楽しもうと思います。皆
様はどういった秋をお過ごしでしょうか？１年に１度しかないこの季節、目一杯楽しみま
しょう。
（中坪）

8

敬生会だより
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暑い夏はやっぱりかき氷

敬生会の各施設で各種利用相談を受け付けておりますのでご利用ください。

編集後記

通所 ジンギスカン

敬愛園 通所
敬愛園通所夏祭り

いさご

優勝しました！

外出行事

白い恋人パークへ行ってきました

敬心園

行 事 のア ル バム

鷹栖神社霊大祭

ゆったりとお祭りを見てきました〜

敬心園

足浴

ご夫婦仲良く

敬生園

外出行事（北竜ひまわりの里）

満開のひまわり

私はパン食い競争が大好き♥

敬生園

敬愛園

敬生会では
随時介護スタッフを
募集しています！
私たち敬生会の職員と一緒
に働いてみませんか？福祉に
関心のある方、やる気のある
方、介護経験がなくても大丈
夫です。見学もできますので
お気軽にお問い合わせ下さ
い。お待ちしております。
■問い合わせ先：
敬生会法人本部事務局
担当 事務局長 谷口
TEL.５１−５１１５

