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時代に、先代理事長の森山元一は、日本は高

2020年を
迎えて

齢社会を必ず迎えることになると先を見据
え、特別養護老人ホームを創設いたしました。
制度が幾度も改正され今日を迎えております
理事長

森山

領

が、高齢者福祉施策は益々重要であることを

新年あけましておめでとうございます。

次代を担う子供たちに伝えていくことが、社

昨年は平成から令和へ新たな時代に変わる

会福祉法人の使命であると思います。

年に、社会福祉法人敬生会は創立50周年を迎

私共、森山グループは今年の11月には、森

えることができました。10月5日には、各界

山病院が旭川駅周辺に新築移転いたします。

から多くの皆様にご列席賜り、盛大に創立50

移転後には健康をテーマに健診部門を強化す

周年記念式典を挙行することができました。

ることになりますし、いつまでも健康でいら

改めてご協力いただきました皆様に対し、厚

れるよう急性期の医療から在宅医療・介護ま

く御礼申し上げます。

で、それぞれの段階に応じたサービスを提供

敬生園開設時、入所してきた方々の寂しそ

し、しかも切れ目がないように医療提供体制

うな顔や預けて帰るご家族の後姿を見て、こ

の構築と地域包括ケアシステムの構築を図っ

の方々の笑顔を見るためにはどのようなこと

て参ります。

をすれば良いのだろうと職員は思ったそうで

森山グループは、制度がどのように変わっ

す。誰もが住み慣れた地域で家族と一緒に暮

ても市民の皆様が安心して利用いただけるよ

らしていきたいと思うことは、今も昔も変わ

う、社会ニーズに合わせたサービスを今後も

らないことです。施設を利用する理由は様々

提供して参りますので、関係各位のご理解と

であると思いますが、利用者の皆様やご家

ご協力をお願い申し上げ、新年の挨拶といた

族の皆様の笑顔を見ることできるように日々

します。

の介護をさせていただいていることは、50年
間変わらないことですし、これからも変わら
ないことです。50年の歴史を刻んできたこと
で、介護のやり方が少し古い部分もあるかと
思いますが、「愛と誠実」を持って利用者の
皆様と接していくことは次の50年を目指して
進んでいくうえで不変であると思います。
50年前、老人福祉事業が理解されなかった
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社会福祉法人 敬生会 「創立 50 周年記念式典」
令和元年10月５日（土）午前11時より、社会福祉
法人敬生会「創立50周年記念式典」が盛大に開催さ
れました。式典会場となった特別養護老人ホーム敬
生園１階イベントホールには約250名のご列席があ
りました。
数多くのご来賓、福祉関係者、学校関係者、地
域市民委員会の皆様や関係各位が見守る中、FM り
べーる河口浩美様の進行のもと、「敬生会の歩み」
として創立50周年記念スライドが上映され開会とな
り、社会福祉法人敬生会森山領理事長の挨拶、そし
スライド撮影の様子
てご来賓の旭川市長西川将人様、前衆議院議員今津
寛様よりご祝辞を頂戴し、さらには北海道知事鈴木直道様をはじめとした多くのご祝電が披露されま
した。
50周年を記念し、森山理事長から地
域の皆様が敬生園イベントホールを利
用される時の介護予防用のレクリエー
ション用具がお披露目されたほか、敬
生会後援会、敬生園家族会、敬生会職
員親睦会の各会長より、各施設利用者
の皆さんの生活向上に向けた車イス・
食堂テーブルなど、多くの福祉用具が
森山理事長挨拶
西川市長よりご祝辞
贈呈されました。
式典の最後に、敬生会の松本茂常務理事から謝辞があ
り、半世紀という月日の流れと変遷を心に思い浮かべな
がら厳かに閉会となりました。
会場は、ご紹介できなかった数多くのご祝電や、お祝
いのお花で埋め尽くされ、大きな節目である創立50周年
記念式典は数え切れない感謝とともに終了いたしました。

レクリエーション用具と福祉用具

50周年を新たな出発の第一歩として、高齢者福祉および障害者福祉の充実のため、さらに新しい発
展を目指してまいります。長年にわたりご支援を頂いております皆様、ご列席を賜りました皆様、地
域の皆様、そして関係するすべての皆様に心より感謝申し上げます。今後とも、より一層のご支援を
賜りますよう、お願い申し上げます。

多くのお花を頂戴いたしました

鷹の巣福祉村地区市民委員会様へ目録の贈呈

50周年にあたって皆様にご厚志を賜り、誠にありがとうございました。
敬生会だより
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クリスマスケーキ作り
敬生園

介護員

岡本

美千代

業の間につまみ食いする方、真

代わり頂戴よ」と喜んでくださ

剣に取り組む方、作っているの

いました。

を見て楽しむ方、それぞれどん

今後も入園者の皆さんが楽し

12月６日、敬生園２階食堂に

なクリスマスケーキが出来上が

める企画を考えて行きたいと思

て入園者６名と職員４名でクリ

るのかと楽しんでいました。最

います。

スマスケーキに生クリームや果

後は一番の楽しみでもあり、２

物をのせて、デコレーションを

階入園者皆でミルクティーと一

楽しみました。果物をのせる作

緒に食べました。
「美味しいね、お

なにをのせようかな

僕が作ったケーキ、おいしそうでしょ

令和元年度敬老会
敬心園

て楽しそうに過ごされており、私

事務員

藤川

大貴

となりました。

たち職員も笑顔に癒される一日

毎年恒例の敬老会です。長い
間、社会の発展のために尽くさ
れたお年寄りの方に感謝と敬意
の気持ちを込めて理事長から賞
状を贈りました。敬心園では19
名の方が表彰され、100歳以上の
方が３名もいました。これから

百寿でございます。おめでとうございます。

いつもありがとうございます !

も笑顔で長生きしてくれること
が私たち職員の願いです。祝賀
会では皆さんで乾杯を行い、お
祝い膳を食し、健康と長寿をお
祝いしました。イベントのカラ
オケでは歌を披露してくれる方
もおり、１年の振り返りとして
日々の写真をつなげた映像を見
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おいしい食事でなによりです

これからも元気でいてくださいね

文化祭
敬愛園（入所）

生活支援員

川上

絵梨那

10月23日に文化祭を行いまし
た。 毎 年 行 っ て い る 行 事 で す
が、今回は入園者の皆さんが余
暇時間で作った作品が前回より
多く、とても好評でした！
軽食は、ミニホットケーキを
自分の好みでジャムやクリーム
などトッピングしました。創作
では、
『プラ板』と言うプラスチッ

スで入園者の皆さんから「良かっ
たよ！面白かった！」と喜んで
もらえました。
最後に、職員の幼い時の写真

パンケーキデコレーションしたよ

当てクイズを行いました。初め
ての出し物で職員と入園者の皆
さんで必死になって誰なのか考
えて一番の盛り上がりでした。
これからも入園者の皆さんが楽
しめる行事を考えて行きたいと
思います。

ヤンキーが踊っています（笑）

クの板に絵を描き、それを磁石
にしました。色んな絵が描かれ
ていて、とても綺麗に仕上がり
ました。
その後、支援員による『今日
から俺は』の曲でダンスを踊り
ました。久しぶりの職員のダン

みんな上手でした

創作活動を通して

敬愛園（通所）利用者

森田 明美さん

私が通っている敬愛園通所で
は毎月リハビリを兼ねた創作活
動を行っています。昨年度も様々
な作品作りをしました。
昨年度は七宝焼きやキャン
ディーポット、アルバム作り、き
めこみカレンダー、ボールペン
作りなど色々な作品を自分好み
の可愛い作品として作ることが
出来ました。
どれも実用性がある物なので
自宅にて活用しています。その
中でも一番楽しみにしているの

が、毎年恒例になっているきめ
こみカレンダー作りです。長年
続いている作品で可愛い動物達
が多く、私も大好きで過去の作
品は全て自宅に保管してありま
す。 今 年 の 干 支 は「 鼠 」。 三 匹
のかわいいねずみのデザインに
なっており、一生懸命頑張り、難
しい所は職員の方にも手伝って
いただき2か月の期間の中で無事
に完成させることが出来ました。
普段の創作活動は基本的には1
か月で完成出来るのですが、き
めこみカレンダーは2か月で作り

今年のきめこみカレンダーが完成したよ

写真あてクイズの様子

上げる少し大変な作品なので、出
来上がった時は達成感があり、い
つもすごくうれしいです。
これからも通所に元気に通
い、12種 類
の干支のカ
レンダーを
作るのが今
の私の目標
です。

クリスマスの飾りだよー

みんなで完成の記念写真
敬生会だより
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3 棟 4 棟合同ユニット行事

クリスマスケーキ作り
敬心園

支援員

永沼

彩

12月17日に、3棟4棟合同でクリスマスケーキ作りをしました。
まずクジを引いてもらい、7グループに分かれました。フルーツ
を食べやすいように細かく切ったり、豪快に大きめに切ったり
…そのグループごとの個性が出ていました。次に、フルーツ缶の
シロップをスポンジ生地に塗り、その後クリームを塗っていきま
す。こうすることにより、クリームが塗りやすくなります。入園
者の皆さんからは「均等に塗るのが難しかった」との声がありま
した。フルーツの盛り付けや、クリーム
を絞ってのデコレーションを終えて、ど
のグループのケーキも美味しそうに出来
上がりました。ジュースで乾杯し、出来
上がったケーキをみんなで食べました。
皆さんから「美味しいね」「楽しかった」
との声があり、大成功でした。

みんなで上手に作っています

綺麗に作れました！

やっぱり自分で作ったものはおいしいね

じゃじゃ～ん！

楽しい時間になってよかったです !

レクリエーションでボッチャをしました
敬生園

生活相談員

我妻

初美

敬生会創立50周年記念事業の一環で地域貢献として、鷹の巣福祉村地
区市民委員会に寄贈品目録として渡されたレクリエーション用品を当園
の余暇活動でも使い、大変喜ばれておりました。写真はボッチャを皆さ
んで楽しんでいる様子です。
ボッチャとはヨーロッパで生まれた障がい者のために考案されたス
ポーツで、パラリンピックの正式種目にもなっているそうです。ルール
は簡単でジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青の
それぞれ６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当て
たりして、いかに近づけるかを競います。
利用者の皆さんも白いボールを狙ってボールを投げたり転がしたりし
ます。ボールがなかなか狙った通りの動きをせず、その度に歓声や落胆
の声が上がります。数回ゲームを楽しんでいるうちにコツをつかんでき
たのか、
白いボールに近づけることができる人が増えてきました。また、皆
さんとボッチャを楽しみたいと思います。

出前行事
敬愛園
（入所）
生活支援員

川上

よーし、投げるぞ

それっ、ここだ

いきまーす

海鮮丸

絵梨那

11月と12月に敬愛園で出前行事が行われました。出前
はお寿司屋さんからで、参加された入園者の方々は、そ
の日の朝から楽しみにしており、注文した料理が届くと
目を輝かせていました。食事中も同じテーブルに座って
いる入園者同士で会話を楽しみながら、食事を楽しんで
いました。参加された入園者から「来年はどこの出前に
しようか」との話もあり、入園者の皆様がもっと楽しめ
る企画を考えて行きたいです。
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美味しそー♪

皆で食べるともっと美味しいね！

クリスマス会
敬愛園(通所)

生活支援員

河田 貴大

12月16日～ 21日の6日間午後に茶話会を兼ねてクリ
スマス会を行いました。
パンケーキおいしいぜー
今年の茶話会は、職員でパンケーキを焼いて、利
用者の皆さんに食べていただきました。
「柔らかくておいしい」と絶賛で皆さ
ん喜んで食べてくれました。パンケーキを食べて少し落ち着いた後は、2チー
ムに分かれて、じゃんけん大会を行いました。3回戦行い、2回勝利したチー
ムに豪華お菓子を、負けたチームの利用者にも残念賞としてお菓子をそれぞ
れプレゼントしました。
その後、職員によるカラオケ大会、仮装やモノマネ、マジックを行いました。
いつもと違う職員の姿に盛り上がり、特にマジックなどはすごいと大盛況で
した。
今年も例年同様、利用者の方々に喜んでいただき無事クリスマス会を終え
ることができました。来年もより一層笑顔があふれるクリスマス会にしたい
です。

新任職員の紹介

お菓子をもらったよー

クリスマス会最高だぜ

退職職員の紹介

敬生園介護員

新村

イェーイ

敬生園

介護員

嶋村

朱美

令和元年9月30日付

敬愛園

支援員

川上

博生

令和元年12月31日付

敬心園看護師

直也

若宮

令和元年10月1日付

宏祥

令和元年10月9日付

ボランティアの皆様

令和元年9月1日～令和元年12月21日

善意のご寄付

令和元年9月1日～令和元年12月21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 ●旭川大学短期大学部 様
●旭川大学高等学校インターアクトクラブ 様 ●末日聖徒イエス・キリスト教会 様
●旭川人権擁護委員 様 ●たいせつ幼稚園 様 ●つくし幼稚園 様

９

⃝皆川 吉郎 様
⃝イハラ消防設備㈱ 様
⃝塚目 健二 様

善意のご寄贈
⃝和進会 様 
⃝森谷 夕貴子 様 
⃝北尾 恵子 様 
⃝畑地 瞳 様 
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⃝鷹の巣福祉村地区社会福祉協議会 様
⃝春光台地区市民委員会 様
⃝春光台地区社会福祉協議会 様

月

令和元年9月1日～令和元年12月21日
月

月

⃝旭川信用金庫 様 
⃝阿久津 ひろ子 様 
⃝ケアステーションきしもと 様 

タオル
エプロン
前掛け
お米
タオル
雑巾
りんご

⃝米内

茂紀 様 
12

月

玉葱

⃝北海道コカ・コーラボトリング株式会社 様  飲料
クリスマスの木・門松
⃝翠光園 様 
カレンダー
⃝苫米地 孝範 様 
ケーキ
⃝末日聖徒イエス・キリスト教会 様 
みかん
⃝米内 茂紀 様 
クリスマスプレゼント
⃝のあ合同会社 様 
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音楽療法

敬愛園 夕食会

やっと鍋の季節になりました

小判ゲットだぜ

敬愛園 通所
スポーツレクリエーション
敬愛園
茶話会

通所

ハロウィンパーティー♪

行 事 のア ル バム

外出行事（森の湯花神楽）

温泉に行ってきました〜いい気分

敬心園

めんこいわぁ〜
目に入れても痛くねぇな〜

敬心園 たいせつ・つくし幼稚園との交流会

皆でカップ麺を食べました！

敬生園
ユニット行事

敬愛園

音楽療法の方達が
来てくれました♪

旭川空港へ外出☆

敬生園
外出行事

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。
いさご

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

昨年は新天皇が即位し新元号の「令和」がスタート、台風15号により甚大な被害があった中、相次いで台
風19号による大規模な浸水、土砂災害に見舞われ多くの方々が被災されたり、ラグビーワールドカップ（Ｗ杯）
日本大会が開幕し、日本中が「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」となり、盛り上がったりと様々な出来事がありました。
今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。マラソン・競歩は札幌市で開催される事になり、今からとても楽しみに
しています。実際に現地で観戦する方もいるとは思いますが、私は家でのんびりテレビ観戦したいと思っています。
これから益々寒さが厳しくなり、インフルエンザやノロウィルスも流行する時期になりますので、うがい手洗いをしっかり行ってい
きましょう。
（岡本）

編集後記
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