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眞鍋千恵子様 上米良冨美子様 森崎絹江様 森山スヱ子様 西梅香様 瀧本サエ様 椎葉トヨ子様 椎葉ナミ子様 内田アヤ子様

和泉一男様 井手稔様

椎葉ナツエ様 荒木忠利様 佐々木チエ子様 宮本トシエ様 半仁田シズ子様 西濱桂子様 那須勉様 小松ツミ子様 牧野達郎様 永井ミトリ様

蔵座友一様

溝口サエ様

椎葉源二施設長 永井登家族会会長様 福田啓二様 錦町ボランティア　木村会様

松永タケ様 森田スミ様 椎葉ツヤ様 瀬谷磯子様 石本ソヤ様 川嶋チヨノ様 樅木直人様

塩塚スミ子様 山本進様 松岡國司様 土持ケイ子様 渕田勝祐様 坂本ツルコ様 竹田光幸様 善孝子様 椎葉雅彦様

桜の里「理念」
信頼　私たちは利用者の方、ご家族の皆様に信頼される安全で質の高い介護を提供いたします。
尊重　利用者の皆様の人格を尊重し、常に相手の立場に立って快適な生活が過ごされるよう努力します。
真心　家庭的で明るい心のこもった環境づくりに努力します。
桜なみき「理念」
✿住み慣れた地域の中で、今までと変わらない自分らしい生活を私たちが支えます。

桜なみき「基本方針」
✿入居者の意思を尊重し、安心した暮らしが送れるよう努めます。
✿地域との結びつきを大切にし、地域交流の場となるように努めます。
✿職員それぞれの専門性を活かし、連携してその人に寄り添ったケアを行えるよう努めます。
✿入居者のより良い生活のために、職員一人ひとりが知識と技術の向上に努めます。

社会福祉法人
御 薬 園

発行者　椎 葉 源 二
〒868-0701
球磨郡水上村大字岩野2658-1

電話 0966-44-0770

9 月 17 日は敬老の日、社会福祉法人御薬園では、ご利用様全員への感謝をこめて
敬老会を開催しました。
会は椎葉源二施設長、永井登家族会会長様の挨拶に始まり、賀寿をお迎えになら
れたご利用者様への祝賀行事等を行いました。
当日はたくさんのご家族様もお祝いに駆けつけてくださいました。また、会の後
半にはデイサービスご利用者・福田啓二様による歌の後、ボランティアで錦町の「木
村会」様による三味線演奏があり、会を大いに盛り上げてくださいました。
会の終わりには、ご利用者様を代表し、卒寿を迎えられた特別養護老人ホーム桜
の里・西町の眞鍋千恵子からお礼のご挨拶を頂きました。
ご利用者の皆様、これからもお元気で、末長く私たち職員と一緒に楽しくお過ご
しくださいますよう、お願い申し上げます。
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夏祭り
第 14回目の「社会福祉法人御薬園夏祭り」を 8月 18 日（土曜日）に開催いたしました。当日

は早くから関係事業所のボランティアの皆様のご協力も頂き職員と一緒に、焼きそば、焼き鳥など
の準備を行いました。
椎葉源二施設長の挨拶で祭りは幕を開け、中嶽弘継・水上村長様、永井登・家族会会長様のご挨

拶の後、「SAKURA組様」、「プア・リリー様」（いずれも水上村）が賑やかな踊りで祭りを盛り上
げてくださいました。
中庭では金魚すくいなどの店が並び、会場内ではラムネやビール早飲み競争が行われました。さ

らには、参加された利用者、ご家族の皆様、地域住民の皆様と職員による「桜音頭」の総踊りで祭
りは最高潮に達しました。祭りの最後には豪華な景品の抽選会も行われ、今年も盛会のうちに夏祭
りの幕を閉じました。
今回も利用者様、利用者のご家族様に加え、地域の住民様多数のお越しをいただき、この祭りが

夏の終わりの風物詩として地域に定着してきていることを実感いたしました。来年もまたより多く
のお客様が祭りにご参加いただけることを職員一同願っております。

第14回
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毎年恒例の球磨郡内介護福祉施設パチンコ大会が、
モナコパレスあさぎり店において行われました。桜
の里からもご利用者皆様多数が参加され、グループ
ホーム入居者の飛田信子様が優勝され、大会終了時
には桜の里入居者の眞鍋千恵子様が全施設のご利用
者の代表として挨拶されました。

ソーメン流し

球磨郡介護福祉施設パチンコ大会

7月

9月18日
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水上中学校ワークキャンプ 8月1日

ボランティアの皆様お世話になりました！

傾聴ボランティア様
（毎月）

麦の会様
（毎月）

球磨郡レクリェーション協会様
（隔月）
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水上村民生委員会による施設慰問

山彦（覚井・高瀬地区）老人会奉仕活動

松寿（川内地区）老人会奉仕活動

9月27日

9月4日

9月7日
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さくらアルバム
七夕飾り作り（桜な

みき）

ご家族様とのひと時

ご利用者様の笑顔を見に遠方から来て下さるご家族様、
ご親戚や知人の皆様、いつも本当にありがとうございます。
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救急講習 9月14日

特別養護老人ホーム桜の里の消防訓練を実施しまし
た。夜間の出火を想定した訓練で、上球磨消防署東分署
の職員様に発見・通報・初期消火・避難誘導等の状況を
確認いただきました。訓練に続き、トータルケアサポー
トの白川様より、消防設備に関する設置個所や操作方法
の説明をいただきました。上球磨消防署員の皆様、トー
タルケアサポートの白川様、ご指導ありがとうございま
した。

桜の里消防訓練 9月27日

職 員 募 集 中！
社会福祉法人御薬園（桜の里・デイサービス・グルー
プホーム・桜なみき）では介護職・調理職の職員を募集
しています。また、パート職員も募集していますので、
お気軽にご相談ください。資格・年齢は不問です。
諸手当も充実していて、とても明るく働きやすい職場
です。
施設は地域に密着した介護サービス提供を目的として
いますので、特に上球磨地域（水上村・湯前町・多良木
町）からの応募は大歓迎です。
詳しくは、桜の里（電話：0966-44-0770）求人担当までお気軽にお問い合わせください。
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◉ご家族様へ

現代介護の
基礎知識

認知症ケアの７大原則について
前回に続き、「認知症ケアの7大原則」
について順次解説いたします。

桜の里居宅介護支援事業所
猪原　清

介護施設の中には、「管理が面倒だから。」、「他人の物を持って行っ
てトラブルが絶えないから。」といった理由で私物の持ち込みを禁
止したり、制限するところがあります。

♥

しかし、私物を一切置かせてもらえずみんなと同じ白いベッドだけ
の空間にいたのでは、認知症の方は落ち着くことができません。物
のない空間は、「自分が自分である」ことを確かめる手段がないか
らです。

♥

なすべきことは、まったく逆で、私物をできるだけ増やすのです。写真や記念品な
ど本人が大切にしているものだけでもベッドの周りに置いたり、使い慣れた生活用
品もたくさん持ち込んでいただくべきです。

♥

そうすると高齢者の方は、ここが自分の空間だと感じられて落ち着き、他人の部屋
と間違えることも少なくなるはずです。私物は一番の介護用品なのです。

♥

はたから見ると、古くて役に立たないものでも、
高齢者にとっては大切な思い出の品かもしれま
せん。片づけたいと思っても安易に処分しない
で、入居されている施設に相談して本人のそば
に置けるものであれば置いてもらいましょう。

その５　個性的な空間づくり

介護に関する
悩みや相談を
いつでも受け付け
いたします

※ボランティア活動にご協力いただける団体様は随時受け付けをいたしておりますのでお気軽に声をかけてください。

平成 30年 10月～ 12月の行事予定
月 ボランティア※ 特別養護老人ホーム 桜の里 特別養護老人ホーム 桜なみき デイサービス 桜の里 グループホーム 桜の里 研修会・その他

10月
李広宏ミニコンサート
傾聴ボランティア(多良木町)
麦の会(湯前町他)

結核検診
熊本県指導監査
結核検診
運営推進会議

コスモス花見 結核検診
運営推進会議

水上村シルバーヘルパー養成講習
介護支援専門員資格試験
施設内研修(看取り・苦情報告)
職員ビーチボールバレー大会

11月
傾聴ボランティア(多良木町)
麦の会(湯前町他)
球磨郡レクリェーション協会

熊本県指導監査 消防訓練 熊本県指導監査 施設内研修(感染症・
褥瘡予防)

12月 傾聴ボランティア(多良木町)
麦の会(湯前町他)

クリスマス会
施設内研修(安全衛
生・防災)餅つき

忘年会(すき焼き会)
餅つき
運営推進会議
忘年会(すき焼き会)

運営推進会議
忘年会(すき焼き会)


