
高瀬会だより

　　　第１８号

◆新年の挨拶◆ 
 
社会福祉法人高瀬会 
理事長　切士　桂 
 
　皆様と共に社会福祉法人高瀬会の事業所及び施設が恙なく新年を迎えることができ
ましたことは、皆様の温かいご支援、ご厚情の賜物と、心より御礼申し上げます。 
　また、昨年は、多くの皆様に当法人をご利用いただき、また、各種行事にもご利用
者様やご家族様、そして地域の方々にご参加いただきましたことを深く感謝致してお
ります。開設２年目を迎えました『地域密着型バーデンライフ・ケアセンター湯ごり
の郷』もそれぞれの事業所が個性を持ち、運営ができるようになってきたところでご
ざいます。 
　さて、高齢者の生活を支えるためには、地域のサポートネットワークが必要であると広く知られております
が、高齢者の１人ひとりの思いや願いを大切に、特に、認知高齢者を支えるためには、これまでの生活に合わ
せた支援が重要となってまいります。当法人では、地域の人たちが集い、情報を交換したり、共有することに
よって創り上げるコミュニティ拠点施設として、ボランティア育成等、コミュニティサポートネットワーク創
りに貢献していきたいと考えております。そして、今までと変わることのないご利用者様サービスを基本に、
最善を尽くして参る所存でございます。 
　また、『介護職員処遇改善交付金』事業を受け、介護職員の処遇改善に努めているところではございます
が、その事業に依存するだけでなく、職員が仕事に求めるやりがいや研鑽に応えられる法人でありたいと思っ
ております。 
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　皆様には、昨年に引き続き本年も、尚一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。最後に皆様にとって最
良の年でありますように心から祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。

 

平成２１年の高瀬の郷の行事を紹介させて頂きます。 
高瀬の郷とは、古座川町高瀬地区にある古座川園・あじさい苑・グリーンヴィレッジ古座川・もみの樹・デイ
サービスのサービス事業所のことをいいます。

１月／新年祝賀会 １月／羽根つき ２月／節分

３月／花見会 ４月／古座橋小唄保存会様 ４月／花見居室より

５月／文化祭餅まき ５月／NNK地域老人会様 
　　天理教奉仕団様

６月／川上邦子舞踊研究所様

５月／琴城流大正琴菊の会様 ７月／あずま会様 ７月／七夕
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７月／夕涼み会 ７月／互盟社様 ７月／岬節保存会様

８月／盆踊り ９月／フラワーズ様 ９月／敬老会

９月／敬老の日 １０月／運動会 １０月／キャッツ様

１１月／古座川秋祭り展示 １１月／古座川秋祭り １２月／クリスマスバイキング

１２月／古座婦人会様 １２月／餅つき １２月／クリスマス会

１２月／門松作り １２月／門松作り完成

なぎ看護学校 高池小学校 古座中学校
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高池保育園 龍笛演奏（尾谷龍一様） 西向中学校
◆ご参加いただけるボランティアさんを随時募集しております◆ 

詳しくは、お問い合わせください。TEL．0735-72-6100（由谷）　TEL．0735-72-3355（網）

 

 
◆バイキング 
高瀬会では、１２月２５日にランチバイキング
を行いました。気になるメニューは、お寿司に
サンドウィッチ、フルーツポンチ…など他にも
あくさんのご馳走が並んでおり、目移りされて
いるお客様の顔が印象的でした。味はもちろ
ん！「おいしい！！」 
サンタクロースの衣装を着た職員がおもてなし
をさせて頂き、楽しいひとときとなりました。

◆柚子風呂（古座川園） 
冬至の日は柚子湯に入り冬至カボチャを食べ
る、という風習が日本にはあります。高瀬会で
は、古座川ゆず平井の里様より頂いた柚子を浴
槽に浮かべ、柚子の香りを楽しみながら入浴し
て頂きました。

◆餅つき！（古座川園） 
１２月２８日に餅つきが行われました。昔は、
家庭でも普通に見られる風景でしたが、最近で
は珍しい風景となってしまいました。しかし、
餅つきが始まると…「よいしょ、よいしょ！」
自然に全員の声が一つになりました。昔の血が
騒いだのでしょうか？（笑）つきあがったお餅
もおいしそう…素敵な年を迎えることができま
したね。
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◆羽根つき大会（グリーンヴィレッジ） 
新年早々、大きな笑い声とともに羽根つき大会が始まりました。 
×ゲームで顔に墨を塗られ、嬉しいような…悲しいような…。 
でも、皆さんよく似合っていましたよ！ご利用者様を始め、高瀬会職員一同、今年も１年健康に過ごせ
そうです。

◆わらぞうり作り（もみの樹） 
お米を収穫し、残ったわらを使ってわらぞうり
作りました。ご利用者様はスイスイと手際よく
編み上げていくのに対し、職員はおぼつかない
様子でした。出来上がったわらぞうりはスリッ
パとして履いています。手作りって暖かみが
あっていいものですね。

◆わんわん倶楽部（あじさい苑） 
あじさい苑でおなじみになっています。わんわ
ん倶楽部です、前回好評につき、２回目の開催
ということでお客様も楽しみにされています。
職員の愛犬が遊びにきてくれます。かわいいわ
んちゃんをふれあうことですばらしい笑顔がど
んどん膨らんでいます。

◆プランター作業（あじさい苑） 
久々に触った土はどこか懐かしい匂いがして、昔していた畑仕事の会話が弾みました。 
「きれいに咲いてね。」と一つ一つの苗を心を込めて植えました。きれいに咲いた花は、たくさんの
方々の心を癒してくれました。本当にありがとうざいました。
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◆福笑い（デイサービス） 
年が明けてのレクリエーションとして福笑いを
行いました。スタッフの楽しい進行で大きな初
笑いがあちこちで…。

 

寅年の職員が勢ぞろいしました。 
今年は２１名の職員の抱負を紹介させていただきます。 

職員一丸となって力を合わせ２０１０年をスタートします。 

田村香緒里 
《グリーンヴィレッジ》 
年越せば　 
あっという間に 
二十四

前田　律子 
《グリーンヴィレッジ》 
還暦の　 
時を迎えても　 
年はエコ

奥　慶彦 
《湯ごりの郷小規模》 
３年目　 
巡りめぐって　 
湯ごりかな

村口　淑子 
《湯ごりの郷ＧＨ》 
寅年の　 
新年迎え　 
湯ごりの郷

大倉　淑子 
《あじさい苑》 
無理をせず　 
楽しく行こう　 
新年も

山口　高士 
《グリーンヴィレッジ》 
トライして　 
介護の資格　 
トラんと挑む

尾鷲　芳明 
《湯ごりの郷ＧＨ》 
本年も　 
笑顔が一番　 
忘れずに

堀　和子 
《湯ごりの郷ＧＨ》 
虎の子を　 
はたいて買った　 
宝くじ
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原　大夏 
《デイサービス》 
今年こそ　 
全力投球　 
できたなら…

滝本　浩士 
《グリーンヴィレッジ》 
年を経て　 
春待つ心　 
なほならに

掛橋　良 
《古座川園》 
したいこと　 
何でもチャレンジ　 
したいなぁ

井筒　益子 
《湯ごりの郷ケアＨ》 
温泉（ゆ）の郷に　 
一家揃ふて 
　幸せを 

中畑　斉 
《あじさい苑》 
動く寅　 
干支に負けない　 
寅男 

生駒　丈 
《グリーンヴィレッジ》 
天高く　 
牛越ゆる哉　 
おらが年 

宮本　洋子 
《高瀬会訪問介護》 
訪問先　 
迎える笑顔に　 
力もらう 

久保　健二郎 
《湯ごりの郷ケアＨ》 
初日の出　 
介護一徹　 
誓いけり 

大岡　忠彦 
《あじさい苑》 
清雪の想い　 
皆で咲かせよう　 
高瀬の大桜 

堤　千恵子 
《あじさい苑》 
もうすこし 
頑張りましょう 
　この仕事 

上地　人子 
《湯ごりの郷第２Ｈ》 
トラ女　 
周りは被害　 
ご注意を 

桑木野奈理子 
《湯ごりの郷ＧＨ》 
皆さんと　 
寅年迎え　 
良い年に

後藤ますみ 
《もみの樹》 
心して　 
笑顔たやさず 
トラぶらず 

 

平成２１年５月１日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
当法人が、整備すべき業務体制は、法令遵守規程の整備、法令遵守責任者の選任です。濵雅文法令遵守責任者
を選任し、業務管理体制についてますます整備が進んでおります。
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平成２１年１０月より介護職員の賃金アップのための資金の交付が受けられます。当法人においても、対象と
なる職員に対し交付いたします。 

１１月に２週のわかれて、慰安旅行に行ってきまし
た。 
行き先は、京都に１泊２日。 
ちょうど紅葉の時期で綺麗な景色が見れ、同じ高瀬会
でも普段、顔を合わせない他事業所の方との交流がで
きました。

昨年１月、日本風景写真協会の皆様より、素晴らしい
風景写真をいただくことになりました。優れた風景写
真は、名画同様、安らぎと癒しの気持ちを与えると考
えられるようになりました。その風景写真を通じて社
会貢献でき、皆様に潤いの気持ちを持つことできれば
と贈呈いただきました。大切にさせていただきます。 
 

平成２１年５月より、たかせ会記念診療所に勤務いた
だいております小野道夫医師は、脳神経外科という専
門医療に従事した後、医療資源の乏しい南米、アフリ
カ、アジアの国々で支援を行ってこられました。２０
年ぶりに帰国され、緩和ケア、総合診療、救急医療の
研修の後に、縁あって奥様である「老人保健施設あじ
さい苑」小野恵医師とともに当法人に参られました。
「豊かな自然の恵みにあふれたこの土地で、だれもが
慣れ親しんだ自然と温かな人情に囲まれていつまでも
暮らしていくことができる。地域の人々皆でこのこと
を実現していくことが真の地域ケアといえるのでしょ
う。」と高瀬会ビジョンに賛同いただいております。 
また、先生には、職員教育にも携わっていただいてお
り、先日も皮膚疾患（褥瘡や創傷等）の医療と介護の
視点から見つめた療法を「湿潤（うるおい）療法につ
いて」と題し、研修していただくことができました。
新たな情報や視点に、職員から質問攻めに・・・ 

あじさい苑／中西　静香 湯ごりの郷／田中　勝利
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あじさい苑／長山　仁美 デイサービス／梅屋　喜美子

 

 

◆忘年会◆ 
小規模多機能ハウスでは日頃のご利用者様との会話の中で「忘年会をしたい」との声もあり、宿泊のご利用者
様のみなさんと一緒にメニューを決めて行いました。当日は休みのスタッフも午後から集まって「ちらし寿
司」と「焼肉」の準備を一緒に行い、スタッフの勤務が終わるのを待って、いよいよ宴の始まりです。世間で
は年末になると当たり前のように行われている忘年会も、お年寄りの中には「何年もしてないよう」と言う方
もおり、なかには「ちょっと一杯ちょうだい」と久しぶりの「ビール」も口にし、ほんのり赤く染まった笑顔
がとても印象的でした。

◆回転寿司◆ 
今日は、外食の希望があって回転寿司へいってきました。 
「いっぱい食べてきた？？？」 
「そんなに食べられんかったわぁ」 
「でも、おいしかったよぉ♪」 
・・・こんなのを食べたとか、あれが美味しかったとか（笑）聞いてるこっちも楽しくなりました♪
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◆しいたけ栽培◆ 
去年の２月ぐらいに、栗の木などにドリルで穴をあけて、しいたけ菌をつけました。 
やっと出てきてくれて、「出てこい！出てこい！」とトントンたたき、「出てきてよぉ～。」と水をやり念願
のしいたけがなってきました。皆、「かわいらしいねぇ♪」と、成長を楽しみにしています。これから収穫が
楽しみです。

◆社交ダンス◆ 
クリスマスに、社交ダンスを・・・♪♪♪ 
普段、あまり見ることができないので、ダンスにもキラキラ衣装にも皆さん感激されていました。 
若い頃を思い出しながら、見ていた方も・・・♪

◆足湯◆ 
最近、人気急上昇中の足湯。「寒い時には最高やね」「毎日でも入りたいよ」「体がポカポカして温かいわぁ
～」などなど、嬉しいお言葉を沢山耳にします。職員も一緒に入り世間話に花が咲いております。きっとお湯
からあがる頃には、体も心もポッカポカになっていますね（笑）風邪など引かないよう、今年も元気で過ごし
てくださいね☆
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デイサービスセンターでは小規模の特徴を活かし、その
日のご利用者様の状態に合ったプログラムを個別及び小
集団で提供しております。 
 
◆那智山へドライブ◆ 
雲ひとつない快晴で普段表情の硬いご利用者様もきれい
な景色を見ると自然に表情が柔らかくなり普段の生活で
は見られない表情をされていました。

◆町展作品作り・見学◆
これまで創作活動等には消極的だった方も「町展出品」
という目標と、皆で共同で行うことで、スタッフも驚く
ほど集中して上手に作られました。 
展示会にも参加し、自分達が作った作品が名前を付けて
展示されているのを見て「来年は何にするか今から考え
よか。」と大変喜ばれていました。

湯ごりの郷足湯
湯ごりの郷の「足湯」は、施設のご利用者様だけでなく
地域の方もご自由にご利用いただけるよう、開放させて
いただいてます。まだまだ知名度は低いですが、ぜひご
利用下さいませ。 
 
※ご利用の際は、事務所に一声掛けて頂き、玄関前の駐
車場からお入りいただけます。 
※利用時間　〈火・水・金・土〉 
　　１０時～１５時　無料
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テラスで流しそうめん… がんばって走ったよ！！

大きな芋、掘れたよ～！！ 陶器市に行ってきました…

十五夜お月さん～！！ クリスマスイルミネーション

☆クリスマスプレゼント☆ よいしょ～　息ぴったり！！～餅つき～
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×ゲームで一筆っ！！～羽根つき大会～

 

「ダチョウとお話してますよ…」（もみの樹） やきいも～！（湯ごりの郷）

おいしいねぇ～！（湯ごりの郷） 記念撮影です。「ハイポーズ！」（デイサービス）
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誕生会職員による腹踊り！！（デイサービス） 音色を聴いて、いい気分！（グリーンヴィレッジ古座
川）

 

◇編集後記◇
平成２２年がスタートしました。寅年の特徴としては“決断力と才知”に優れているそうです。２１名の皆
様、どうでしょうか？（笑）今回、私は初めて高瀬会だより作成に携わりました。 
「楽しかったよ。よかったよ。」と皆様が笑顔になるような高瀬会だよりを作っていきたいと思っておりま
す。 
本年もどうぞよろしくお願いいたします。（和田知）
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