
と　き 平成29年12月３日（日）
 13:00～15:30

ところ 高田屋嘉兵衛公園
 ウェルネスパーク五色（浜千鳥研修室）

内　容 第１部 講演「高齢者の社会的役割を通じた地域づくり」（仮）
  生涯学習サポート兵庫　榎本 英樹氏
 第２部 椅子ヨガ・パートⅢ　
  ヨガインストラクター　山口 洋子氏

　今年度もサルビア文化祭に出展するための作品
づくりを、各ユニット・事業所で取り組んでいます。
ご利用者様の趣味・特技を生かした個人作品やグ
ループでの協力が必要になる大がかりな作品作り
に励んでおります。 
　展示期間は11月1日から12月3日、投票期間は11
月20日までです。ぜひ足をお運びください。 

露天風呂大好評！

　9月20日（水）に、日中に地震発生後の火災を想定
した総合防災訓練を行いました。大規模災害が起き
た場合の危機管理を常に持ち、大きな声を上げる等
連携が必要であると感じました。

　暑かった夏も過ぎ、朝夕めっきり肌寒くなり、日本各地では秋祭りが行
われる時期となりました。当センターがあります洲本市五色町でも秋祭り
が行われました。ご利用者様も参加され、昔を懐かしんだり、楽しい1日
を過ごされました。 
　当センターは、地域の高齢者福祉サービス拠点として、事業団
の「新経営10か年計画」の実施計画等に基づき、洲本市から指
定管理を受けて、今年度で９年目となりました。洲本市からの第3
期指定管理期間（平成27年度から平成29年度）の最終年を迎

え、これまでの取り組み内容を振り返り、引き続いて地域住民の皆様
からの信頼の継続、経営の安定を図れるよう努力してまいります。 
　また、平成30年4月に改正される介護保険法も視野において、地域の
実情に応じた多様なサービスが充実できるよう取り組んでまいります。 
　毎年恒例となっております「地域交流セミナー」を１２月３日（日）にウ
ェルネスパーク浜千鳥にて開催いたしますので、皆様のご来場をお
待ちしております。 
　今後も利用者様や地域の方から信頼され選ばれる施設を目指し、職
員一丸となり、さらなる努力を重ねてまいりたいと思いますので、より一層
のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

※ご利用者様の写真については、ご了承の上掲載しています。
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日に日に秋も深まってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょう
か。秋は暑くもなく、寒くもなく、外へ出て過ごしやすい季節です。
秋晴れの爽やかな日には行楽に出かけられる方も多いのではない
でしょうか。また、秋は長い夜をまったりと楽しめる貴重な期間で
す。ゆっくりとお風呂に浸かり、身体を温め、リラックスした時間
を過ごすのも良いですね。秋の夜長で夏の疲れを癒し、心身共に
リフレッシュし、次に訪れる寒い冬に備えていきたいですね。皆様、
健康にご留意し、様々な秋をお楽しみ下さい。　　　　　　Y・Y

編集後記

平成29年度地域交流セミナー

第７回　Ｃ－１グランプリ
事例コンテスト　二次審査通過

サルビア文化祭
出展作品作成中

洲本市五色健康福祉総合センター
次長兼総務課長

急募 職員募集！
看護師・支援員
支援員・訪問ヘルパー・
管理栄養士又は栄養士

洲本市五色健康福祉総合センター　担当：名倉・西條
☎0799-33-0503

常　勤
パート

応相談・
短時間
でもOK!

浜坂温泉保養荘浜坂温泉保養荘
〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂775

☎0796-82-3645☎0796-82-3645

高齢者施設で
働いてみませんか？

27つながる “きずな” 広がる “笑顔”
あなたらしさのお手伝い
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　8月31日（木）、洲本市警察署署員の方々から、『交
通安全・防犯対策について』の研修を受講しました。
交通ルールについて改めて確認するとともに、さすま
たを使った不法侵入者への対応も実践しました。
　9月28日（水）には淡路広域消防事務組合洲本消防
署五色出張所の署員の方々より『救急救命講習』とし
てAEDの使用方法、胸骨圧迫・人口呼吸の心肺蘇生法
を学びました。緊急時でも慌てず落ち着いて適切な行
動ができるよう、日々の訓練が必要だと感じました。

　高齢者や障害者、そのご家族の生活の質の更なる向
上に日々努める介護職員の取り組み事例を発表するＣ
－１グランプリに応募し、二次審査を通過しました。昨
年度の「夢を叶えるプロジェクト」でまとめた自分たち
の取り組みを、１１月１8日（土）の本選で発表します。

職場内研修

防災訓練
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　8月2日（水）、恒例の「地域交流納涼祭」を開催しました。今年も五色・サルビアホールのご利用者様による「炭坑

節」の盆踊りで幕を開け、五色之姫様によるだんじり唄、舞女流華連の皆様による阿波踊りで盛大に盛り上がりま

した。ご利用者様、ご家族様、地域の方 、々ボランティアの方を併せて総勢600人のご参加をいただき、夏の夜を楽しく

過ごしました。

　9月18日(火)、敬老祝賀会を開催しました。
　今年は、数え年112歳の方を筆頭に、100歳以上の方11名と、節目のお祝いの方14名の皆様をご家族様と職員
でお祝いしました。辻センター長より「これからも幸せな長寿人生を送られますようお祈り申し上げます」と、
お祝いの言葉とともに表彰状を受け取られたご利用者様のなかには、感激で涙ぐまれる方もいらっしゃいました。
　また、9月1日(金)には当施設に入所中の木村まつゑ様(満110歳)の洲本市最高齢のお祝いが行われ、竹内市長や
小松市議会議長の訪問を受けました。竹内市長より「ほんとうにおめでとうございます」と祝辞と記念品をいただく
と、木村様は「今日は暑いなあ」と答えられました。木村様は、現在兵庫県内での最高齢者でもあります。ますます
お元気でお過ごしください。

　七夕の日に流しそうめん大会を開催しました。日本には古来より

節句には旬のものを食べ無病息災を願う風習があります。千年も前

から七夕の日にはそうめんが食べられていたそうです。竹から切り出

した完全手作りの流しそうめん台にそうめんを流し入れると、参加

されたご利用者様から歓声が起こり、束の間の夏の風物詩を満喫さ

れていました。

　10月19日（木）、五色町の風船
バレー大会が行われ、洲本市五色
健康福祉総合センターからも、4
チームが参加しました。大会に向
け、各チーム猛練習を重ねました。
大会本番では試合だけでなく、応
援もがんばりました。「楽しかっ
た、がんばった」とご利用者様も
話され、スポーツの秋にふさわし
い一日になりました。

　五色グループホームは、７名のご利用者様が生活されています。平均介護度は2.0となっており、職員と一緒に
食事の準備をしたり、部屋の掃除、将棋や塗り絵など趣味の活動がご自身のペースでできるよう支援させていた
だいています。
　今年度は家庭菜園にも取り組み、大きくなったゴーヤをみなさんで調理しておいしくいただきました。
外出の機会も多く、近所の顔なじみのお店で化粧品などを購入したり、ご家族様と一緒にお墓参りに出かけたり、
9月には甲子園へ、大好きな阪神の応援に行きました。
　また、地域の皆さまとの交流も大切にし、お話し隊のボランティアの方やガールスカウトの方にお越しいただ
き、世代交流も楽しまれています。
　アットホームな雰囲気の中でご利用者様、職員一緒に楽しく生活しております。

五色・サルビアホール敬老祝賀会
木村まつゑ様　洲本市最高齢のお祝い(満110歳) 平成29年度

地域交流納涼祭

五色グループホームの紹介 そうめん流し 風船バレー
ボール大会
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